
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

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

　独立行政法人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、民間との連携を進める
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。

　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（918,000円）に地域手当（本給月額の20%）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。

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。）

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

 
1



理事

監事

監事（非常勤）

　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（761,000円）に地域手当（東京は本給月額の20%、大阪は16%）
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（761,000円）を超える月額を決定することができる。

　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（687,000円）に地域手当（本給月額の20%）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（687,000円）を超える月額を決定することができる。

　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
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

18,490 11,016 5,197
2,203

73
（地域手当）
（通勤手当） *

千円 千円 千円 千円

14,517 7,881 4,982
1,576

76
（地域手当）
（通勤手当） 12月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

2,776 2,283 0
456
36

（地域手当）
（通勤手当） 1月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

15,452 9,132 4,308
1,826

185
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,509 9,132 4,186
1,461

648
81

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

13,938 8,244 3,889
1,648

155
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,104 1,104 0 0
（　　　　）

注１：前職欄の記号は、以下であることを示す。

注２：各内訳については千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

理事A

理事B

前職
就任・退任の状況

役名

法人の長A

理事C

理事D

「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員
が独立行政法人等の役員に就任し退職した後独立行政法人の役員となった者、該当がない場合
は空欄

監事A

その他（内容）

監事B
（非常勤）
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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

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　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。

　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（23,374千円）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職員数の法人（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。また、文部科
学省所管のうち当法人と同規模職員数の法人（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。

　該当者なし

　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。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の独立行政法人、民間
企業と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（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

該当者なし

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

　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100分の
10.4625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。

監事

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

該当者なし監事

理事

法人の長

理事

法人での在職期間
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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

245 44.9 7,443 5,451 167 1,992
人 歳 千円 千円 千円 千円

204 46.7 7,756 5,666 169 2,090
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 35.9 5,887 4,382 157 1,505
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

25 44.6 4,965 3,708 176 1,257
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 44.6 4,965 3,708 176 1,257

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、庭園管理士である。
注4：常勤職員の「労務職員」については、該当者が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、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。
注5：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。

　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、宿日直手当、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別に定める支給割合を乗じて得た額として
いる。

事務・技術

舞台技術職員

うち所定内
令和３年度の年間給与額（平均）

総額
人員

　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

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。
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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。

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

本部部長 9 60.7 12,009

本部副部長 4 63.5 11,068

本部課長 29 52.2 9,808

本部主任専門員 6 51.3 9,175

本部課長補佐 18 51.0 8,289

本部専門員 19 52.3 8,157

本部係長 29 45.9 7,066

本部主任 18 42.7 5,994

本部係員 38 29.9 4,868

地方部長 1 - -

地方副部長 1 - -

地方課長 3 55.2 9,478

地方主任専門員 1 - -

地方課長補佐 4 59.0 8,428

地方専門員 7 52.5 8,166

地方係長 3 50.5 6,517

地方主任 6 47.7 6,016

地方係員 3 30.8 5,200

事務員 5 53.7 6,008

注1：本部副部長、地方課長、地方課長補佐、地方係長、地方係員の該当者は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年間給与額の最高～最低は記載
　　　していない。

-

-

-

-

-

8,749～7,667

12,788～11,350

-

10,873～8,205

10,541～7,831

9,286～7,170

注2：地方部長、地方副部長、地方主任専門員の該当者は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。

-

6,689～4,511

-

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

年間給与額

最高～最低

6,437～5,697

人員

8,761～7,080

8,111～5,332

7,225～4,463

6,418～3,762

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

②

③

0
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0
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14000
（人）（千円） 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人数

平均年間給与額

年間給与額の第１四分位

年間給与額の第３四分位

国の平均年間給与額
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夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

48.4 49.0 48.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 51.6 51.0 51.3

％ ％ ％

         最高～最低 60.0～41.3 60.0～41.0 56.0～41.3

％ ％ ％

56.6 56.2 56.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.4 43.8 43.6

％ ％ ％

         最高～最低 53.1～40.2 53.1～39.5 51.7～40.6

賞与（令和３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

④
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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

（扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）

月額　198,000円 年間給与　3,067,190円

○35歳（本部主任）

月額　360,468円 年間給与　5,930,298円

○50歳（本部課長補佐）

月額　498,864円 年間給与　8,226,366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

（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、国家公務員の給与及び他の独立行政法人の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数
の一部が100を上回っていることについての理由の説明及び給与水準の妥
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。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　97.3

項目

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

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　105.9

　勤務地が1級地及び2級地のみであり、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32.5%、
当法人86.7%）
　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60.4%、当法人92.8%）
※国家公務員の比率については、令和３年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　　　　 95.0

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 108.8

（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。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　76.4%】
　（国からの財政支出額　19,518,317千円、支出予算の総額　25,551,997
千円：令和３年度予算）
【累積欠損額　なし（令和２年度決算）】
【管理職の割合　21.1%(常勤職員数　166名中 35名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　92.8%(常勤職員数　166名中　154名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合　7.3%】
　（支出総額　38,208,832千円、給与・報酬等支出総額　2,802,125千円：
令和３年度決算）

　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。
　今後も適正な評価制度の維持に努めたい。

　給与水準の妥当性の
　検証

引き続き、適切な給与水準の設定に努める。
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Ⅲ　総人件費について

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円

(D)
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。

①退職手当支給額：令和2年度と比べ、高い職位にあった職員の
退職者の減により対前年度比16.3％減となった。
②「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、平成30年3月31日から以下の措置を講
ずることとした。
　役職員の退職手当について、減額措置を実施した。
　役員に関する講じた措置の概要：役員退職手当の支給基準を
100分の10.875から100分の10.4625に引き下げ
　職員に関する講じた措置の概要：職員退職手当の調整率を100
分の87から100分の83.7に引き下げ
　なお、役員及び職員への周知、説明及び調整が必要であった
ことから、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成
30年1月1日）と異なる取扱いとした。

2,802,125

区　　分

給与、報酬等支給総額
2,572,177 2,647,182 2,788,439

3,541,835 3,552,958

退職手当支給額
285,112 208,065

非常勤役職員等給与
191,228 199,534

533,529
福利厚生費

190,073 189,614

494,473 508,097

3,760,043 3,748,325

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。

206,657

540,010

246,847

最広義人件費
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