
外国人技能実習機構（法人番号5010405015455）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２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２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

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を
推進することを目的として、特別の法律に基づき平成29年1月25日に設立された認可法人
であり、事業のための財源は国からの交付金の割合が77.2％であることから、役員報酬の水
準を検討するにあたっては、国の指定職俸給表適用者の報酬水準を参考とした。

当機構は、役員報酬規程により、勤勉手当について、人事評価の業績評価の結果等を考
慮し、理事長が定める割合を乗じて支給している。

役員報酬基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額について
は、役員報酬規程に則り、本俸（902千円）に地域手当（本俸に100分の20を
乗じて得た額）、通勤手当、単身赴任手当のうち支給の該当する手当を加算
して算出している。特別手当については、役員報酬規程に則り、本俸、地域
手当の月額、本俸月額に100分の25を乗じて得た額、本俸及び地域手当の
月額に100分の20を乗じて得た額に、国の指定職俸給表適用者に準じた割
合を乗じて得た額としている。

なお、令和２年度は、令和２年人事院勧告に基づく国家公務員の給与見直
しを踏まえ、期末手当の支給率の引き下げ（0.05月分）を実施した。

法人の長に同じ。
※ただし、理事の本俸月額については、役員報酬規程に則り、895千円を

上限として理事長が定めることとしている。

法人の長に同じ。
※ただし、監事の本俸月額については、役員報酬規程に則り、895千円を

上限として理事長が定めることとしている。

監事（非常勤）の報酬基準は、役員報酬規程に則り、月額239千円とし

ている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和２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

15,620 8,805 4,954
1,761

100
（地域手当）
（通勤手当） 1月24日

＊

千円 千円 千円 千円

2,421 2,018 0
403

0
（地域手当）
（通勤手当） 1月25日

＊

千円 千円 千円 千円

14,552 8,180 4,686
1,636

50
（地域手当）
（通勤手当） 1月31日

◇

千円 千円 千円 千円

1,991 1,636 0
327
28

（地域手当）
（通勤手当） 2月1日

◇

千円 千円 千円 千円

15,619 9,132 4,372
1,826

289
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

15,257 9,132 4,179
1,826

120
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,345 9,132 4,179
1,826

208
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,868 2,868 0 0 （　　　　）

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

C監事
（非常勤）

A監事

D理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名

法人の長

法人の長

A理事

B理事

その他（内容）



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】

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等へ

の技能等の移転による国際協力を推進することを目的としている。
この目的を達成するため、法人の長である理事長には機構全体の業務を

統括し組織の円滑な運営を行う必要があり、強力な指導力や高いマネジメ
ント能力等を発揮することが求められる。

こうした職責を踏まえ、理事長の報酬は、国の指定職俸給表の5号俸適
用者の報酬と比較考量した上で決定しており、その報酬を下回っているこ
とから、その報酬水準は妥当なものと考える。

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等へ

の技能等の移転による国際協力を推進することを目的としている。
この目的を達成するため、法人の役員である理事は、理事長を補佐し、そ

の担当する業務を総括し、職員を指揮監督する必要があり、強力な指導力
や高いマネジメント能力等を発揮することが求められる。

こうした職責を踏まえ、理事の報酬は、国の指定職俸給表の4号俸適用者
の報酬の範囲内で理事長が決定することとし、具体的には指定職3号俸相
当額又は指定職2号俸相当額としていることから、その報酬水準は妥当なも
のと考える。

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への

技能等の移転による国際協力を推進することを目的としている。
この目的を達成するため、監事は、主務大臣から任命された独立の機関

として、当機構の業務及び財務の状況等が適正かつ効率的に行われてい
るかを監査することにより、健全な業務運営を確保することが求められる。

こうした職務の特性を踏まえ、監事の報酬は、国の指定職俸給表の4号俸
適用者の報酬の範囲内で理事長が決定することとし、具体的には指定職2
号俸相当額としていることから、その報酬水準は妥当なものと考える。

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等へ

の技能等の移転による国際協力を推進することを目的としている。
この目的を達成するため、監事は、主務大臣から任命された独立の機関

として、当機構の業務及び財務の状況等が適正かつ効率的に行われてい
るかを監査することにより、健全な業務運営を確保することが求められる。

こうした職務の特性を踏まえ、監事（非常勤）の報酬は、主務官庁である
厚生労働省所管の労働に関する事業を行う独立行政法人の監事（非常
勤）の報酬水準と同程度であることから、その報酬水準は妥当なものと考え
る。

当該役員の報酬は、国家公務員の給与に準じて設定されており妥当な水

準であると考える。また、役員の職務内容の特性を鑑みても妥当な報酬水

準であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和２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

4,530 4 0 令和3年1月24日 1
＊

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

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

監事A
（非常勤）

理事B

監事A

法人の長

理事A

法人での在職期間



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

理事A

理事B

該当者なし

該当者なし

法人の長

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A

監事B
（非常勤）

判断理由
　退職手当支給額は、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」（平成15年12月19日閣議決定（平成27年３月24日

一部改正））に基づき、当機構に設置した業績評価委員会にて決定された業績勘案率を用いて算出されており、業績勘案率についても、当該

委員会において、在任期間における業績等を勘案し決定されており、妥当なものであると判断している。

当機構においては、勤勉手当について、人事評価の業績評価の結果等を考慮し、理事
長が定める割合を乗じて支給している。



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２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

135 40.6 6,368 4,706 140 1,662
人 歳 千円 千円 千円 千円

135 40.6 6,368 4,706 140 1,662

人 歳 千円 千円 千円 千円

255 54.0 3,965 3,281 131 684
人 歳 千円 千円 千円 千円

255 54.0 3,965 3,281 131 684

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く。

　また、在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため記載を省略した。
注２：研究職種、医療職種及び教育職種については、該当者がいないため記載を省略した。
　（以下、④まで同じ。）

　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

契約職員

非常勤職員

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

事務・技術

うち所定内
令和２年度の年間給与額（平均）

総額
人員

当機構は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国
際協力を推進することを目的として、特別の法律に基づき平成29年1月25日に設立され
た認可法人であり、事業のための財源は国からの交付金の割合が77.2％であることから、
職員給与の水準を検討するにあたっては、国の行政職俸給表（一）適用者の給与水準
に準じて決定することとした。

当機構は、職員給与規程により、勤勉手当について、人事評価の業績評価の結果等を
考慮し、理事長が定める割合を乗じて支給することとしている。

職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（職務手当、扶養手当、地域手当、広域異動
手当、寒冷地手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手
当、住居手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋俸給及び
扶養手当の月額に対する地域手当及び広域異動手当の月額＋役職段階別加算＋管
理職加算）に一般職給与法に準じて定める割合を乗じ、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。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋俸給の月額に対する地域手当
及び広域異動手当の月額＋役職段階別加算＋管理職加算）に一般職給与法に準じて
定める割合を乗じ、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。

なお、令和２年度は、令和２年人事院勧告に基づく国家公務員の給与見直しを踏まえ、
期末手当の支給率の引き下げ（0.05月分）を実施した。



（事務・技術職員）

平均
代表的職位 人 歳 千円

7 51.8 9,442

28 51.2 8,336

11 39.0 6,125

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　　　・本部/地方課長

最高～最低

　　　・本部/地方係長 7,922～4,935

9,822～7,315

人員

千円

年間給与額

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

9,906～8,992

注２：年齢20～23歳の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給与につい
ては表示していない。

　　　・本部/地方課長補佐

②

③



夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.4 55.4 55.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.6 44.6 44.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.5～38.9 51.6～39.8 51.0～39.3

％ ％ ％

58.4 56.9 57.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 43.1 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 48.1～38.3 49.4～39.2 48.7～38.7

一律支給分（期末相当）

賞与（令和２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

一律支給分（期末相当）

一般
職員

④

９人



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（主務大臣の検証結果）
国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

・年齢・地域・学歴勘案　　　     97.8

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　 99.4
・年齢・地域勘案　　　　　　 　   98.0

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

対国家公務員
指数の状況

内容項目

・年齢・学歴勘案　　　　　　　 　 98.2

（法人の検証結果）

　給与水準の妥当性の
　検証

今後も、人事院勧告の内容等を勘案しつつ、引き続き、国家公務
員の給与水準を十分に考慮し、給与水準の適正化に努めることと
する。

国家公務員より低い水準である。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 77. 2％】
（国からの財政支出額6,291,943,000円、支出予算の総額

8,155,015,000円：令和２年度予算）
【累積欠損額 なし（令和元年度決算）】
【管理職の割合 23.0％（常勤職員数135名中31名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 76.3％（常勤職員数135名中103
名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 51.2％ 】

（支出総額6,189,121,013円、給与・報酬等支給総額
3,167,196,175円：令和元年度決算)

当機構については、国と同様の給与制度としているため、俸給、
諸手当は国と同等の水準となっていることから、妥当なものと考える。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当機構は、職員給与規程により、勤勉手当について、人事評価の業績
評価の結果等を考慮し、理事長が定める割合を乗じて支給している。

（扶養親族がいない場合）
〇 22歳（大卒初任給）

月額 188,700円 年間給与 3,114,000円
〇 35歳（本部係長）

月額 315,960円 年間給与 5,213,000円
〇 50歳（本部課長）

月額 564,240円 年間給与 9,310,000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



Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２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)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

6,496 209,502 370,173 514,495
福利厚生費

給与、報酬等支給総額
46,814 1,333,179

区　　分

2,324,612 3,167,196 3,236,757

2,697,653 3,684,5591,545,54953,788

退職手当支給額
-

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。

4,530

最広義人件費

- - -

2,868
非常勤役職員等給与

544,659

3,788,814

478 2,868 2,868 2,868

・「給与、報酬等支給総額」：対前年度比 102.2%増
支給人員の増によるもの
・「最広義人件費」：対前年度比 102.8%増
支給人員の増によるもの

特になし


