
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人日本芸術文化振興会（法人番号7010005006877）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

　日本芸術文化振興会は、広く我が国の文化芸術の振興又は普及を図るための活動に対する
援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能の保存及び振興を図るとともに、我が国に
おける現代の舞台芸術の振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与するこ
とを目的としている。
　そうした組織の中で、理事長は、法人全体の業務を総括する一方で、法人が実施する事業を
確実に遂行していくため、国や各種団体及び民間企業等に対しトップセールスを行い、連携及
び協力体制を構築するなど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、芸術文化に対す
る高度な専門性が求められる。理事においても多岐に渡る業務を遂行する理事長の職務を補
佐するにあたり、相当の専門的能力が求められる。
　以上により役員報酬の設定にあたっては、国家公務員の指定職、文化分野の保存・活用等を
図ることを主要な業務とする他法人及び同規模の文部科学省所管である他法人を参考として
いる。

　役員給与の本給月額について、理事長は理事及び監事の職務の困難度、実績等を勘案して
必要と認める場合は、規定の額を超えて本給月額を決定することができる。また、特別手当に
ついては、文部科学大臣が行う業績評価の結果を参考とし、１００分の１０以内の範囲内で、こ
れを増額し、又は減額することができる。平成２７年度は、理事1名について実績勘案を行った。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成27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平成27年度における改定内容

　役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（917,000円）に地域手当（本給月額の18%）を加算して算出してい
る。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、
本給及び地域手当月額並びに本給月額に１００分の２５を乗じて得た額並びに本給及
び地域手当月額に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第１９条の４
第２項及び同法第１９条の７第２項に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用さ
れる期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職
期間を勘案した割合を乗じて支給している。
　なお、平成２７年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、本給月
額の引き上げ（1,000円）、地域手当率の引き上げ（0.5%）、特別手当支給率の引き上
げ（年間0.05月分）を実施した。
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理事

監事

監事（非常勤）

　役員報酬支給基準は、法人の長と同様である。月額については、独立行政法人日
本芸術文化振興会役員給与規程に則り、本給月額（760,000円）に地域手当（東京は
本給月額の18%、大阪は15%）を加算して算出している。特別手当についても、独立行
政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、本給及び地域手当月額並びに本
給月額に１００分の２５を乗じて得た額並びに本給及び地域手当月額に１００分の２０を
乗じて得た額の合計額に一般職給与法第１９条の４第２項及び同法第１９条の７第２項
に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用される期末手当及び勤勉手当の支
給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職期間を勘案した割合を乗じて支給
している。
　また、理事長は理事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（760,000円）を超える月額を決定することができる。
　なお、平成２７年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、本給月
額の引き上げ（1,000円）、地域手当率の引き上げ（0.5%）、特別手当支給率の引き上
げ（年間0.05月分）を実施した。

　役員報酬支給基準は、法人の長と同様である。月額については、独立行政法人日
本芸術文化振興会役員給与規程に則り、本給月額（686,000円）に地域手当（本給月
額の18%）を加算して算出している。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文
化振興会役員給与規程に則り、本給及び地域手当月額並びに本給月額に１００分の
２５を乗じて得た額並びに本給及び地域手当月額に１００分の２０を乗じて得た額の合
計額に一般職給与法第１９条の４第２項及び同法第１９条の７第２項に定める指定職俸
給表の適用を受ける者に適用される期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した
支給割合を乗じて得た額に在職期間を勘案した割合を乗じて支給している。
　また、理事長は監事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（686,000円）を超える月額を決定することができる。
　なお、平成２７年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、本給月
額の引き上げ（1,000円）、地域手当率の引き上げ（0.5%）、特別手当支給率の引き上
げ（年間0.05月分）を実施した。

非常勤役員の報酬基準は非常勤役員手当としている。月額は92,000円である。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成27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

18,052 11,118 4,877 2,057 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

8,047 5,004 2,057
926
60

（地域手当）
（通勤手当） H27.9.30 ◇

千円 千円 千円 千円

7,608 4,566 2,131
845
66

（地域手当）
（通勤手当） H27.10.1 ◇

千円 千円 千円 千円

15,161 9,222 3,958
1,429

552
（地域手当）

（単身赴任手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,155 9,222 4,045
1,706

182
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,800 8,328 3,653
1,541

278
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

564 564 0 0
（　　　　）

H27.9.30

千円 千円 千円 千円

552 552 0 0
（　　　　）

H27.10.1

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２：「前職」欄には、役員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「※」、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

その他（内容）

B監事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況

A監事

C監事
（非常勤）

役名
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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】

　日本芸術文化振興会は、文化芸術活動に対する助成金の交付、伝統芸能の公開
及び現代舞台芸術の公演の実施、伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実
演家等の研修の実施、伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料収集並
びに劇場施設の貸与等の非常に幅広い事業を実施している。そのため芸術文化に精
通し、かつ優れた経営感覚を持ち合わせた者が法人を運営していく必要がある。
　理事長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額（2,249万円）と比べてもそれ以下
となっている。文部科学省所管のうち当法人と同規模の法人（日本スポーツ振興セン
ター、日本学生支援機構）の長の給与も同程度である。また、法人の長の報酬月額を
国家公務員指定職俸給表4号俸と5号俸の間の額とし、国家公務員指定職の給与改
定が行われた際には4号俸の改定率を準用して見直しを行っている。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

　当法人の理事は、法人の長で記載した多岐にわたる専門性の高い各事業におい
て、専門的な知識と幅広い視野を求められ、当法人内及び関係機関との連携を図り、
業務を遂行している。そのため芸術文化に精通し、かつ優れた経営感覚を持ち合わ
せた者が法人を運営していく必要がある。また、文部科学省所管のうち当法人と同規
模の法人（日本スポーツ振興センター、日本学生支援機構）の理事の給与も同程度で
あり、こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当である
と考えられる。

　当法人の監事は、法人の長で記載した多岐にわたる専門性の高い各事業を監査す
る。そのため一般的な会計や業務監査の知識に加え、芸術文化に関する幅広い知識
を持つ者が法人を監査する必要がある。こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。

　監事としての職務内容と出勤日数を考慮した報酬水準としており、他法人と比較して
もほぼ同程度であるため、報酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特殊性や国家公務員指定職適用官職，他の同規模法人の比較などを考
慮すると，役員の報酬水準は妥当であると考えられる。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成27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

該当者なし

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

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。

　　該当者なし

　　該当者なし監事

法人での在職期間

　退職手当の額は、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１０
０分の１0．875の割合を乗じて得た額に文部科学大臣が０．０から２．０の範囲内で業
務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。
　引き続き適切な業績給制度の維持に努める。

法人の長

法人の長

理事

理事

判断理由

　　該当者なし

監事
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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

　③　 給与制度の内容及び平成27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

262 45.6 7,046 5,237 163 1,809
人 歳 千円 千円 千円 千円

218 46.7 7,240 5,371 164 1,869
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 39.3 6,064 4,556 156 1,508
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 52.2 6,407 4,818 212 1,589

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

注1：常勤職員については、任期付職員を除く。

注2：「舞台技術職員」とは、舞台技術職俸給表の適用者で、舞台監督、舞台操作等に従事する職員である。
注3：「労務職員」とは、自動車運転手及び庭園管理士である。
注4：在外職員、再任用職員、非常勤職員は該当者がいないため、欄を省略している。
注5：任期付職員の該当者は1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、

　　平均年齢以下の項目を記載していない。

　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

事務・技術

区分

労務職員

　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

うち賞与平均年齢

　文部科学省所管の同規模の独立行政法人及び国家公務員の職員給与と比較して、支給水
準を設定している。

　当法人は、勤務評価制度により年１回の昇給に反映させているほか、賞与や昇格についても
勤務成績を反映させている。

　独立行政法人日本芸術文化振興会職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管
理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、深夜手当、管
理職員特別勤務手当、制作・演出手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
　期末手当については、期末手当基準額（本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対
する地域手当の月額の合計額）に職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額を基礎として
一般職給与法の適用を受ける者の例に準じて別に定める支給割合を乗じて得た額に基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合
計額）を基礎として、勤務評価制度の活用により支給割合を乗じて得た額としている。
　なお、平成２７年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、①俸給表の引
き下げ（約2％）及び引き上げ（約0.4%）、②単身赴任手当の基礎額の引き上げ（3,000円）、地
域手当率の引き上げ（0.5%）、賞与の引き上げ（0.1月分）を実施した。

事務・技術

舞台技術職員

うち所定内
平成27年度の年間給与額（平均）

総額
人員
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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

本部部長 7 60.1 11,762

本部副部長 3 60.5 10,722

主席芸能調査役 1 - -

本部課長 27 56.8 9,743

本部主任専門員 5 55.1 8,742

本部課長補佐 14 51.9 7,981

本部専門員 4 54.0 7,874

本部係長 43 47.4 6,945

本部主任 35 43.8 6,087

本部係員 37 31.2 4,476

地方部長 1 - -

地方課長 4 59.3 10,069

地方主任専門員 1 - -

地方課長補佐 2 - -

地方専門員 3 59.8 7,688

地方係長 10 48.8 6,935

地方主任 10 46.2 6,054

地方係員 5 32.1 4,946

事務員 6 47.5 5,654 5,961～5,486

-

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔任期付職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢

注1：本部副部長、本部専門員、地方課長、地方専門員の該当者は4人以下のため、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最高～最低は記載していない。

注2：主席芸能調査役、地方部長、地方主任専門員、地方課長補佐の該当者は2人以下のため、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、平均年齢以下の項目を記載していない。

人員

代表的職位

12,187～11,216

年間給与額

-

最高～最低

-

-

11,002～8,433

9,449～8,138

8,445～7,419

6,979～4,123

5,712～3,768

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

7,529～4,560

5,533～4,491

7,109～4,528

-

7,618～4,436

-

-

-
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人数
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年間給与額の第３四分位
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（国・平均）

（平均）

（第３四分位）

（第１四分位）
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④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.4 52.9 52.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.6 47.1 47.4

％ ％ ％

         最高～最低 56.8～35.8 56.7～36.1 53.3～35.9

％ ％ ％

61.6 61.2 61.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.4 38.8 38.6

％ ％ ％

         最高～最低 48.2～34.8 48.6～33.7 48.4～34.6

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

４　モデル給与
○22歳（大卒初任給、独身）
月額　192,100円 年間給与　3,226,199円

○35歳（本部主任、配偶者・子1人）
月額　375,300円 年間給与　6,014,006円

○45歳（本部係長、配偶者・子2人）
月額　448,987円 年間給与　7,262,044円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　給与水準の妥当性の
　検証

　今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。

　勤務地が1等地及び2等地のみであり、国家公務員と比較して地域手当支
給割合の大きい地域に勤務する職員の比率が高い。（1級地：国30.2%、当
法人82.2%）
　学歴別で、大学卒以上の職員が、短大卒・高校卒・中学卒の職員と比較し
て多い。（大学卒：国54.7%、当法人90.0%）
※国家公務員の比率については、平成27年度国家公務員給与等実態調査
の行政職（一）適用職員を対象として比較している。

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　  　92.0

・年齢勘案　　　　　　　　　　  　104.7

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢・地域勘案　　　　　　　    94.3

項目

（法人の検証結果）
地域及び学歴を勘案したところ、国家公務員の水準を下回っていることか
ら、給与水準は適切と考える。

（主務大臣の検証結果）
地域差及び学歴差を是正した給与水準の比較指標では国家公務員の水準
未満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正
な給与水準の維持に努めていただきたい。

　勤務評価制度により、期間中の職員の勤務成績に応じて年1回の定期
昇給に反映させているほか、賞与や昇格についても勤務成績を反映さ
せている。
　今後も適正な評価制度の維持に努めたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　77.1%】
　（国からの財政支出額　14,289,961千円、支出予算の総額　18,541,411千
円：平成27年度予算）
【累積欠損額　なし（平成26年度決算）】
【管理職の割合　15.6%(常勤職員数　180名中　28名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　90.0%(常勤職員数　180名中　162名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合　12.3%】
　（支出総額　18,934,977千円、給与・報酬等支出総額　2,334,304千円：平
成27年度決算）

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　101.8
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Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度 平成27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 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

393,143 425,948 448,097
福利厚生費

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
212,906 213,339 207,623

3,181,6243,111,8312,722,239

退職手当支給額
104,257 215,501 191,599

2,334,304

区　　分

給与、報酬等支給総額
2,011,933 2,257,043

①給与、報酬等支給総額：内部統制強化に伴う新規部署の設置による
人員増、給与改定に伴う本給月額、地域手当率及び賞与支給率の引き
上げにより増加した。
②福利厚生費：給与等の増額に伴う社会保険料額等の増額により増加
した。

特になし
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