
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）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和元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元年度における改定内容

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77.3％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、令和元年度は、令和元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、勤勉手当の支給率の引き上げ（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、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。

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
令和元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

18,089 10,824 5,030
2,164

71
（地域手当）
（通勤手当）

＊

千円 千円 千円 千円

5,640 2,667 2,440 533 （地域手当） 7月8日
◇

千円 千円 千円 千円

10,944 7,149 2,316
1,430

49
（地域手当）
（通勤手当） 7月9日

◇

千円 千円 千円 千円

15,741 9,132 4,437
1,826

346
（地域手当）
（通勤手当） 4月1日

◇

千円 千円 千円 千円

15,308 9,132 4,244
1,826

106
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,083 2,482 2,090
496
15

（地域手当）
（通勤手当） 7月8日

◇

千円 千円 千円 千円

10,334 6,650 2,154
1,330

200
（地域手当）
（通勤手当） 7月9日

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

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

B監事

A監事

D理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名

C監事
（非常勤）



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（令和元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

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

法人での在職期間

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

理事B

監事A



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A

監事B
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事A

理事B

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元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

119 42.3 6,833 5,011 161 1,822
人 歳 千円 千円 千円 千円

119 42.3 6,833 5,011 161 1,822

人 歳 千円 千円 千円 千円

97 54.3 3,925 3,240 149 685
人 歳 千円 千円 千円 千円

97 54.3 3,925 3,240 149 685

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。）

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
令和元年度の年間給与額（平均）

総額
人員

　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

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77.3％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、令和元年度は、令和元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、①俸給表の引き上げ（平均0.１％）、②勤勉手当の支給率の引き上げ（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

11 53.5 9,822

24 52.0 8,192

32 40.5 6,015

②

③

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

11,135～8,930

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

人員

千円

年間給与額

最高～最低

　　　・本部/地方係長 7,859～4,185

9,335～7,249

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



夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.5 54.6 55.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.5 45.4 44.5

％ ％ ％

         最高～最低 55.7～38.8 56.2～40.1 53.5～39.5

％ ％ ％

59.0 56.8 57.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.0 43.2 42.1

％ ％ ％

         最高～最低 47.7～37.8 49.8～40.2　 48.8～39.7

④

一律支給分（期末相当）

賞与（令和元年度）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

９人



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（法人の検証結果）

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況

内容項目

・年齢・学歴勘案　　　　　　　 　100.1

　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・地域・学歴勘案　　　   　98.9

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　101.8
・年齢・地域勘案　　　　　　 　   99.8

（主務大臣の検証結果）
　地域・学歴を勘案すると、給与水準が国家公務員より低い水準と
なっているが、今後とも適正な給与水準の在り方について検討を進
めていただきたい。

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。

国家公務員の給与水準と比較して高くなっているが、これは、住
居手当支給対象者の割合が高いことが考えられる。
（当法人37.8%、国家公務員(行一)24.1%(適用俸給表別、手当の種
目別受給人員(平成31年国家公務員給与実態調査第9表から算
出））。

さらに、年齢勘案（101.8）、年齢・学歴勘案（100.1）にあっては、

上記の他に、比較の対象となる国家公務員の給与水準が全国平

均であるのに対し、当機構の本部・地方事務所が主要都道府県に

所在し、地域手当の支給割合が高いことによるものである。
（地域手当支給対象者の割合：当法人94.1%、 国家公務員(行一) 
82.2%（地域手当支給対象者の割合（平成31年国家公務員給与実
態調査第9表から算出））。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 77.3％】
（国からの財政支出額6,211,412,000円、支出予算の総額

8,039,924,000円：平成31年度予算）
【累積欠損額 なし（平成30年度決算）】
【管理職の割合 31.1％（常勤職員数119名中37名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 78.2％（常勤職員数119名中93
名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 51.9％】

（支出総額4,476,999,068円、給与・報酬等支給総額
2,324,612,079円：平成30年度決算)

当法人については、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。

当機構の本部・地方事務所が主要都道府県に所在し、地域手当
の支給割合が高いこと及び住居手当の支給対象者の割合が高い
ことを踏まえても、年齢・地域・学歴勘案については、国を下回って
いることから、当機構の給与水準は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

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 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

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
478 2,868 2,868 2,868

3,167,196

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

退職手当支給額
-

給与、報酬等支給総額
46,814 1,333,179

区　　分

2,324,612

6,496 209,502 370,173 514,495
福利厚生費

・「給与、報酬等支給総額」：対前年度比 136.2%増
支給人員の増によるもの
・「最広義人件費」：対前年度比 136.6%増
支給人員の増によるもの

特になし


