
独立行政法人農林漁業信用基金（法人番号5010005006887）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

　① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　② 平成29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29年度における改定内容

　理事長
　理　 事
　監　 事

２　役員の報酬等の支給状況

平成29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

18,872 12,000 5,276
1,488

108
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

H30.3.31

千円 千円 千円 千円

17,204 10,812 4,753
1,340

298
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

7,953 5,112 2,111
633
96

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

8,232 5,112 2,383
633
102

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

7,871 5,112 2,111
633
14

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

8,166 5,112 2,383
633
36

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

7,457 4,806 1,984        
595
71

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

6,165 4,806 672           
595
91

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

15,418 9,612 4,226        
1,191

388
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

15,185 9,612 4,226        
1,191
 155

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

13,055 8,232 3,619        
1,020
 183

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

◇

H29.9.30

I監事

その他（内容）

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は減額することが
できることとしている。

　役員報酬は、本俸、特別調整手当、通勤手当及び期末特別手当で構成されている。
　月額相当については、当法人役員給与規程に則り、役員毎に決定される本俸月額に特別調整手当（本俸月額
に100分の12.4を乗じて得た額）を加算した額としている。
　期末特別手当についても、同規程に則り、本俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗
じて得た額並びに本俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合
においては100分の157.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額を基礎として、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。ただし、期末特別
手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は減額することができることとしている。
　なお、平成29年度では、給与法指定職の改定に準拠して、期末特別手当支給率の引き上げ（年間0.05ヶ月
分）を実施した。

副理事長

E理事

就任・退任の状況

◇

B理事

　当法人は、農林漁業経営に必要な資金の融通を円滑にして農林漁業の健全な発展に資することを目的とした、農林漁業者の信用力
を補完する保証・保険事業を主要事業として行っており、政策的手段として金融的手法を用いて行う事務・事業（以下、「金融業
務」という。）を行う中期目標管理型の独立行政法人である。
　役員報酬水準を検討するにあたっては、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考とし
た。

　※　国家公務員指定職の年間給与（平成28年８月人事院勧告時）
　　　　事務次官　　･･･ 23,175千円
　　　　本府省局長　･･･ 17,653千円

前職役名

理事長

A理事

※

◇

◇

※

◇H29.9.30C理事

D理事 H29.10.1

H29.10.1

H30.3.31

F理事

H29.9.30

H29.10.1

G理事

H理事
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平成29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

13,054 8,232 3,619
1,020

182
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

注１：「特別調整手当」とは、東京特別区に勤務する役員に支給される手当である。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

注３：千円未満切り捨てのため、支給総額と各内容の合計額が一致しない場合がある。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　　理事長

　　副理事長

　　理事

　　監事

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成29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

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

　　注２：「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。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。

理事

監事

　理事長を補佐して法人の業務の一部を分担掌理し、所掌事務に関して職員を指揮監督する当法人の理事の報酬
水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮し
たうえで決定されており、当法人の理事の平均年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員
の給与水準（平成28年度）」の「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の
理事の平均年間報酬を算出した（平成28年度における平均報酬額は16,449千円）ところ、これを下回っているが、概
ね同水準であり、その報酬水準は妥当なものと考える。

　業務の監査を行う当法人の監事の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国
家公務員指定職を参考として比較考慮したうえで決定されており、当法人の監事の平均年間報酬は、総務省公表資
料である「独立行政法人における役職員の給与水準（平成28年度）」の「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を
行う中期目標管理型の独立行政法人の監事の平均年間報酬を算出した（平成28年度における平均報酬額は13,734
千円）ところ、これを下回っているが、概ね同水準であり、その報酬水準は妥当なものと考える。

※J監事

　当法人は、農林漁業の健全な発展に資することを目的として、農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務等を
行っており、国内関係組織や行政機関との連携を図るなど強いリーダーシップを発揮して、農林漁業政策の一環で
ある法人の業務を適確に遂行するとともに、当法人の組織運営を管理するなどの高いマネジメント能力を有し、独立
行政法人改革等についても的確に対応できる経験と能力を十分に有している者を当法人の理事長として招聘する必
要がある。
　当法人の役員の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を
参考として比較考慮したうえで決定されている。
　当法人の理事長の年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（平成28年
度）」の「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の長の平均年間報酬を算
出した（平成28年度における平均報酬額は20,961千円）ところ、これを下回っているが、概ね同水準となっている。
　これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

　　　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。

　法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する当法人の副理事長の報酬水準は、他の金融業務を行う中
期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮したうえで決定されており、当法人
の副理事長の年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（平成28年度）」の
「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の副理事長相当の平均年間報酬
を算出した（平成28年度における平均報酬額は17,506千円）ところ、これを下回っているが、概ね同水準であり、その
報酬水準は妥当なものと考える。

理事長

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人での在職期間

　当該法人の役員の報酬は、国家公務員や類似の事業（金融業務）を実施する他法人と比較すると妥当な水準と
なっており、また、総務省公表資料による「独立行政法人における役職員の給与水準（平成28年度）」を基に、他の金
融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の役員の平均年間報酬額と比較しても妥当な水準となっていることか
ら、農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務等を的確に遂行し、当該法人を総理する長または長を補佐する
役員の報酬として妥当な水準であると考える。

副理事長
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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

理事長

副理事長

理事

監事

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

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

　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）

　③　給与制度の内容及び平成29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

総額 うち所定内 うち賞与

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

79 44.1 7,889 5,771 182 2,118
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 43.9 7,826 5,729 183 2,097
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

該当なし

　当法人の給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含めた給与の在り方について検証した上
で、対国家公務員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）が中期目標期間中(平成25年度か
ら平成29年度)は、毎年度100を上回らない水準とすることとしている。
　当法人職員の給与水準を検討するにあたっては、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人（主たる事務所を
首都圏に置く12法人）のほか、国家公務員の平均給与を参考にした。（平成28年国家公務員給与等実態調査結果における
国家公務員（行政職俸給表（一））の平均給与月額は410,984円となっており、全職員の平均給与月額は417,394円となっ
ている。）

平成29年度の年間給与額（平均）

平均年齢

該当なし

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、概ね国家公務員の給与体系に準じた給与規程等を制定しており、職員の勤務成
績に応じて、昇給や勤勉手当の決定を行っている。
　昇給については、勤務成績に応じ昇給区分(５区分)を決定のうえ昇給させるとともに、勤勉手当（査定分）については、基準日以前６
箇月以内の期間における勤務成績に応じて支給することとしている。

判断理由

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は
減額することができることとしており、今後も継続する方針である。

該当なし

常勤職員

該当なし

区分

総括調整職

事務・技術

　当法人職員給与規程に則り、本俸及び諸手当（扶養手当、一般職職務手当、スタッフ職職務手当、特別都市手当、住居
手当、通勤手当、時間外勤務手当、一般職期末手当、スタッフ職期末手当、一般職勤勉手当及びスタッフ職勤勉手当）と
している。
　一般職期末手当及びスタッフ職期末手当については、基準額（本俸月額＋扶養手当＋特別都市手当＋管理職加算額＋役
職段階別加算額）に、６月に支給する場合においては100分の122.5（特定幹部職員にあっては100分の102.5）、12月に支
給する場合においては100分の137.5（特定幹部職員にあっては100分の117.5）を乗じ、さらに基準日以前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。
　一般職勤勉手当及びスタッフ職勤勉手当については、基準額（本俸月額＋特別都市手当＋管理職加算額＋役職段階別加
算額）に、勤勉手当支給細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
　なお、平成29年度では、①本俸月額表の改定（平均で＋0.2％）、②勤勉手当の支給率について年間0.10ヶ月分の引き上
げ、③給与制度の総合的見直しに伴い、平成27年1月1日に行った昇給の１号俸抑制について、平成30年4月1日において37
歳に満たない職員の号俸を１号俸上位に調整、を実施した。

人員
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総額 うち所定内 うち賞与

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：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く。

注２：常勤職員のうち医療職種、教育職種、研究職種については、該当者がいないため欄を省略した。

注３：総括調整職とは、命を受けて特定の事務（総務部門及び農業部門等に関する事務／林業部門に関する事務）を掌理する職種をさす。

注５：在外職員、任期付職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

　②　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。〕

注１：①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。

注２：20～23歳は該当者なし。24～27歳及び32～35歳の該当者は4人以下のため、第1・第3四分位を表示していない。

　③　職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

9 55.5 10,660 11,547 ～ 8,619

9 52.1 10,203 10,621 ～ 9,642

38 45.8 7,708 9,378 ～ 5,726

19 29.9 4,636 5,846 ～ 3,816

3 50.2 9,133        -        -
注：専門職の該当者は４人以下のため、年間給与額は、平均のみを記載している。

　④　賞与（平成29年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.7 51.6 51.2
％ ％ ％

49.3 48.4 48.8
％ ％ ％

最高～最低 53.2～40.1 51.1～40.1 50.9～40.1

％ ％ ％

59.1 59.2 59.2
％ ％ ％

40.9 40.8 40.8
％ ％ ％

最高～最低 49.9～38.3 51.4～35.4 50.7～37.7

課長補佐

一般職員

専 門 職

課　　　長

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

年間給与額

最高～最低

区  分

部　　　長

管理職員

人員

係　　　員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

分布状況を示すグループ 平均年齢

一律支給分（期末相当）

人員 平均年齢

平成29年度の年間給与額（平均）

注４：常勤職員の総括調整職及び再任用職員については該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから人数以外は記載していない。

再任用職員
（事務・技術）

区分

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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
国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
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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 113.2

　・年齢・地域勘案 98.4

　・年齢・学歴勘案 110.2

　・年齢・地域・学歴勘案 96.4

　　（参考）　国家公務員（行一）30.9％（平成29年国家公務員給与等実態調査より、支給区分1級地の人員構成比）

　　（参考）　国家公務員（行一）     56.8%（平成29年国家公務員給与等実態調査より、大学卒の人員構成比）

　　　　 　　　信用基金　　　　　       84.6%（常勤職員数78名中66名）

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0.6％】

　　（国からの財政支出額　1,274,934千円、支出予算の総額　200,124,914千円：平成29年度予算）

　【管理職の割合　23.1％（常勤職員数78名中18名）】

　【大卒以上の高学歴者の割合　84.6％（常勤職員数78名中66名）】

　【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合　2.3％】

　　（支出総額　43,631,876千円　給与・報酬等支出総額　1,005,516千円：平成29年度決算）

　【検証結果】

　　（法人の検証結果）

　
　１．給与水準是正の目標水準

　２．具体的な措置

　　　①　特別都市手当（国の地域手当に相当）を抑制

　　　　　【これまでの抑制状況】

　　　　　　　　　　　　　　（H18.3.31現在）　　（H30.4.1現在）

　　　　　　国（東京特別区）　　12％　　→　    20％（＋8％）

　　　　　　信用基金　　 　　　   6％　　 →      12％（＋6％に抑制）

　　　　　【管理職割合】

　　　　　　19年度：約4割 → H30.4.1現在26.4％　　

　　　③　昇任、昇格の運用改正

　 　　　　従来と比較して、平成20年4月1日から1～2年程度遅らせることとし、これを継続。

内　　容

　　　職員全員が東京特別区勤務であること及び大卒以上の者の割合が多いため国家公務員（年齢勘案
   及び年齢・学歴勘案）より高い水準であるが、勤務地による諸手当及び大卒以上の者の割合の影響が少
　ない年齢・地域・学歴勘案の指数は、国家公務員より低い水準であり、法人の給与は適切な水準にあると
　考える。

　 　　　　国の東京都特別区の地域手当は平成18年度以降で８％引き上げられたが、信用基金は地域・
　　　　　学歴を勘案した国家公務員との比較指標（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）が100を上回ら
　　　　　ないよう、６％の引上げに抑制。

　　　②　業務体制の見直し、非管理職のスタッフ職の導入などにより、管理職割合を引き下げ、職務手当
　　　　　（国の管理職手当に相当）の支給額を削減させ、これを維持。

　　　給与水準については、対国家公務員地域・学歴別指数が毎年度100を上回らない水準とし、給与水準
　　の適正化に取り組む（第３期中期目標（２５～２９年度）に明記）。

　　　当法人が農林漁業政策の一環として行っている農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務等に
　　は、保険や金融に関する高い専門性が求められることから、高学歴（大卒）の職員の割合が高く、各業
　　務ごとに専門性の高い能力と実績を有する責任者を配置する必要があることから、管理職の割合が高
　　くなっている。また、職員全員が東京特別区の勤務であり、民間賃金が高い地域に在職する職員に支
　　払われる手当（特別都市手当）の支給を受けている。
　　　これらの事情により、対国家公務員指数（年齢勘案）は国家公務員より高い水準であるが、対国家公
　　務員指数（年齢・地域・学歴勘案）は96.4であり、当法人の給与水準は適切であると考える。

　１．職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の場合と同様に物価等も踏まえて、主に民間
　　賃金が高い地域に在職する職員に支払われる手当（特別都市手当）の支給を受けている。

項　目

講ずる措置

　給与水準の妥当性の
　検証

　【累積欠損額 0円（平成29年度決算）】

　２．各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に対する債務保証に対する保険等の業務を
　　行っており、保険や金融に関する高い専門性が求められることから、高学歴（大卒）の職員の割合が
　　高い。

　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

　　（主務大臣の検証結果）
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４　モデル給与

　　○　２２歳（大卒初任給）
　　　　　月額 192,500円　　年間給与 3,145,000円
　　○　３５歳（課長補佐）
　　　　　月額 353,696円　　年間給与 5,932,000円
　　○　５０歳（課長）
　　　　　月額 597,856円　　年間給与 9,924,000円
※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 10,000円、子１人について8,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標期間（平成25年度～平成29年度）を記載している。

総人件費について参考となる事項

　

　（概要）

Ⅳ その他

　　　   　 ②１ヶ月当たりの給与支給対象人員が、年間平均で前年度に対して当年度は１名増加した。

　　　   　 ①賞与（勤勉手当）の支給額について、年間0.10ヶ月分引き上げた。

1,264,139

　　　 (2)最広義人件費

　　　　     「退職手当支給額」及び「非常勤役職員等給与」が減少したものの「給与、報酬等支給総額」及び「福利厚生費」が
　　　　　増加したため、合計で12,301千円（＋1.0％）の増加となった。

1,158,239

　　　給与、報酬等支給総額については、対前年度比＋3.4％、最広義人件費については、対前年度比＋1.0％となった。
　　　主な増減額要因については、次のとおり。

1,251,838

１．給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の増減要因

　　　 (1)給与、報酬等支給総額

94,581

165,752

1,265,0121,120,156

22,943

161,692

　対国家公務員指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）作成のための調査対象者数が少ない法人にあっては、人事
交流等による職員分布の変化によって指数が大きく変動する場合があり、経年変化をみる際は留意する必要がある。

２．「公務員の給与改定に関する取扱いについて（国家公務員の退職手当の支給水準の引下げ）」（平成29年11月17日閣議決定）に
　基づき、役職員について平成30年１月に所要の改正を行った。

　　・役員　従来の退職手当の額に100分の83.7の割合を乗じ、引下げを実施

　　・職員　勤続年数別支給率を国に準じ改正し、引下げを実施

71,471

966,060

最広義人件費

福利厚生費

90,539

146,247

5,167

167,003159,801

27,212 21,39923,515

76,587

25,612

退職手当支給額

非常勤役職員等給与

1,005,516983,954 972,621871,709
給与、報酬等支給総額

　昇給については、勤務成績に応じ昇給区分(５区分)を決定のうえ昇給させるとともに、勤勉手当（査定分）については、
基準日以前６箇月以内の期間における勤務成績に応じて支給することとしている。
　当法人の給与規程等については、人事院勧告を受けた国家公務員給与改定を基礎として改正することとしており、今
後も継続する方針である。

区　　分
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