
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人日本学生支援機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

② 令和3年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和3年度における改定内容

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

法人の長の報酬は、俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構

成されている。
なお、令和３年度においては改定していない。

日本学生支援機構は、国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達

成するための計画に基づき、奨学金事業、留学生支援事業、学生生活支援事業を通じ

て次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な優れた人材を育成するとともに、国

際理解・交流を図ることにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの

提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする。
上記目的の趣旨から、当法人の役員報酬の水準については、国家公務員の指定職俸

給表の給与水準を考慮して設定している。理事長については、指定職俸給表4号と5号
の間、理事については、指定職俸給表2号と4号の間に設定している。

期末特別手当の額は、「役員給与規程」において、文部科学大臣が機構に対して行う
業績評価の結果を勘案し、理事長が、その者の職務実績に応じ、100分の10の範囲内で
これを増額し、または減額することができると規定している。

非常勤監事の報酬として、非常勤役員手当を支給している。

なお、令和３年度においては改定していない。

理事の報酬は、俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構成さ

れている。
なお、令和３年度においては改定していない。

監事の報酬は、俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当から構成さ

れている。
なお、令和３年度においては改定していない。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和3年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,115 10,836 5,112 2,167 （地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,457 4,774 2,659 1,022 （地域手当）
（通勤手当）

R3.9.19 ◇

千円 千円 千円 千円

9,205 5,434 2,658 1,112 （地域手当）
（通勤手当）

R3.9.20 ◇

千円 千円 千円 千円

16,635 9,648 5,007 1,980 （地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,992 9,648 5,007 2,337 （地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,725 9,648 5,006 2,070 （地域手当）
（通勤手当）

R3.4.1 ◇

千円 千円 千円 千円

6,116 3,440 1,947 729
（地域手当）
（通勤手当） R3.8.31

千円 千円 千円 千円

840 840 - - R3.9.1

千円 千円 千円 千円

204 204 - - 

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

D理事

就任・退任の状況

法人の長

A理事
（理事長
代理）

C理事

前職

A監事

役名

C監事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

E理事

B理事
（理事長
代理）

その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

日本学生支援機構は、奨学金事業、留学生支援事業、学生生活支援
事業を通じて、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な優れ
た人材を育成するとともに、国際理解・交流を図ることを目的としている。

当法人の長は、これらの事業を実施するにあたり、各大学と連携しつ
つ学生を支援するための高いリーダーシップが求められ、特に奨学金
事業に関しては金融に関する深い知見も求められる。

法人の長の報酬等の支給の基準は、独立行政法人通則法において、
国家公務員の給与等を考慮して定めることとされていることから、当法人
の長の報酬水準については、 職務内容・職責が近い国家公務員指定
職俸給表4～5号俸の間（本省局長級）とし、さらに、国家公務員指定職
の給与改定が行われた際には同様の改定を行うこととしており、妥当と
考える。

当法人の理事は、各担当の事業を実施するにあたり、各大学と連携し
つつ学生を支援するための高いリーダーシップが求められる。

法人の理事の報酬等の支給の基準は、独立行政法人通則法におい
て、国家公務員の給与等を考慮して定めることとされていることから、当
法人の理事の報酬水準については、 職務内容・職責が近い国家公務
員指定職俸給表2～4号俸の間（本省審議官級）とし、さらに、国家公務
員指定職の給与改定が行われた際には同様の改定を行うこととしてお
り、妥当と考える。

当法人の監事は、法人の長の欄に記載した多岐にわたる専門性の高

い各事業を監査する。監査の結果に基づき、必要があると認められる時

には、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる重要な

役割を果たしている。
法人の監事の報酬等の支給の基準は、独立行政法人通則法におい

て、国家公務員の給与等を考慮して定めることとされていることから、当
法人の監事の報酬水準については、 職務内容・職責が近い国家公務
員指定職俸給表1号俸程度とし、さらに、国家公務員指定職の給与改定
が行われた際には同様の改定を行うこととしており、妥当と考える。

役員の俸給額については、国家公務員の指定職相当と比べて低い金額と
なっており、適正水準であると考える。

職務内容の特性や参考となる国家公務員との比較などを考慮すると、法人
の役員の報酬水準は妥当であると考える。
引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

6,406 7 5 R3.8.31 1.0（暫定）

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

期末特別手当の額は、「役員給与規程」において、文部科学大臣が機構に対して

行う業績評価の結果を勘案し、理事長が、その者の職務実績に応じ、100分の10の

範囲内でこれを増額し、または減額することができると規定している。

引き続き現在の仕組みを継続していく。

該当者なし

監事

法人の長

理事

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

仮支給のため該当なし監事

法人の長

理事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

職員の給与水準の設定等については、国家公務員の給与水準に準拠することを基本的な
考えとする。
○ 国家公務員・・・令和3年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与

月額は、407,153円となっており、全職員の平均給与月額は414,729円となっている。

勤勉手当の額は、期間中の職員の勤務成績等について、自己評価と複数上司の評価を
実施し、これらを総合的に勘案して、増額し、または減額するほか、昇給区分を5段階にして、
勤務成績を昇給に反映させている。

③ 給与制度の内容及び令和3年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

352 45.2 6,897 5,008 173 1,889
人 歳 千円 千円 千円 千円

340 45.1 6,844 4,969 174 1,875
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 49.9 8,421 6,116 156 2,305

人 歳 千円 千円 千円 千円

25 50.3 4,094 3,047 182 1,047
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 50.3 4,094 3,047 182 1,047
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

（年俸制適用者）
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.5 4,696 3,453 175 1,243
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.5 4,696 3,453 175 1,243

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 45.7 4,381 4,271 180 110
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 40.8 4,481 4,371 176 110
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 48.8 4,316 4,206 182 110

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除いている。

注：任期付職員のうち教育職種（日本語学校教員）については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報
　　が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、任期付職員全体の数値からも除外している。
注：在外職員については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　区分以外は記載していない。
注：年俸制適用者については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　区分以外は記載していない。

任期付職員

事務・技術

在外職員

うち所定内
令和3年度の年間給与額（平均）

総額
人員

再任用職員

教育職種
（日本語学校教員）

平均年齢区分

事務・技術

教育職種
（日本語学校教員）

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

任期付職員

非常勤職員

教育職種
（日本語学校教員）

事務・技術

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

事務・技術

うち賞与

事務・技術

〇 本機構の給与制度は、日本学生支援機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（役
職手当、扶養手当、 地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、
超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当）とし

ている。
〇 令和３年度において給与制度の改定は行っていない。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③
（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 25 56.1 11,882

課長 51 52.5 9,490

課長補佐 49 50.5 7,852

係長 80 44.8 6,163

主任 34 45.0 5,408

係員 128 39.1 4,195

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

47.0 46.8 46.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 53.0 53.2 53.1

％ ％ ％

         最高～最低 55.6～0.0 55.6～0.0 55.6～0.0

％ ％ ％

56.1 56.1 56.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.9 43.9 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 46.6～0.0 46.6～0.0 46.6～0.0

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和3年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一律支給分（期末相当）

5,795～3,330

8,175～4,816

人員

　代表的職位

7,567～4,407

14,090～9,869

10,612～8,263

9,108～6,030

区分

管理
職員

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕

平均年齢

９人

0
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70

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人千円
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 93.9 %

・年齢・地域勘案 84.0 %

・年齢・学歴勘案 91.6 %

・年齢・地域・学歴勘案 82.5 %

４　モデル給与

（扶養親族がいない場合）
○２２歳（大卒初任給）

月額　182,200円　　年間給与　2,728千円
○３５歳（本部係長）

月額　273,600円　　年間給与　5,498千円
○５０歳（本部課長補佐）

月額　373,400円　　年間給与　7,851千円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 6,500円、子1人に

つき 10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当の額は、期間中の職員の勤務成績等について、自己評価と
複数上司の評価を実施し、これらを総合的に勘案して、増額し、または
減額するほか、昇給区分を5段階にして、勤務成績を昇給に反映させて
いる。引き続き現在の仕組みを継続していく。

内容項目

講ずる措置

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　16.9％】
　（国からの財政支出額　364,788,068千円、支出予算の総額　2,164,055,217千
円：令和3年度予算）
【累積欠損額　0円（令和2年度決算）】
【管理職の割合　20.8％（事務・技術職員数365名中76名）】
【大卒以上の高学歴の割合　82.2％（事務・技術職員数365名中300名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　0.19％】
（支出総額　2,056,389,032千円、給与・報酬等支給総額　3,836,002千円：令和
2年度決算）

（法人の検証結果）
本機構の対国家公務員指数は、年齢勘案、地域勘案、学歴勘案および地域・
学歴勘案において国家公務員を下回っている状況にあり、国家公務員と比べ低
い水準であるため、改善に向けた取り組みが必要である。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給
与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員
と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任
を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水
準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対
応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただき
たい。

　給与水準の妥当性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。

該当なし
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Ⅲ　総人件費について

令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

3,806,347

357,342

3,763,403 3,836,002

316,756 267,671
退職手当支給額

給与、報酬等支給総額

福利厚生費
692,995 699,890

区　　分

731,712

注：中期目標管理法人であるため、中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
1,202,426

6,097,827

1,008,747 1,224,509

5,781,901 6,028,072

〇 「 給与、報酬等支総額 」：働き方の見直しによる職員の超過勤務時間の減少等により、対前年
度比0.8％減 となった。

〇 「退職手当支給額」:定年退職数の増加により、対前年比25.1%の増となった。

〇 「 最広義人件費 」： 退職手当支給額の増等により、対前年度比 1.1 ％増 となった。

〇 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、以
下の措置を講ずることとした。

・役員に関する講じた措置の概要( 施行日 平成30年1月1日）在職期間1月につき退職の日におけ
るその者の本給月額に乗じる割合を、10.875/100から10.4625/100に引き下げることとした。

・職員に関する講じた措置の概要（施行日 平成30年1月1日）退職の日における本給月額にその
者の勤続期間に応じて定める割合を乗じて得た額に、国家公務員の退職手当法の改正に準じて、
乗じる割合を87/100から83.7/100に引き下げることとした。
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