
国立大学法人一橋大学（法人番号9012405001282）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
改訂なし

理事
改訂なし

理事（非常勤）
改訂なし

監事
改訂なし

監事（非常勤）
改訂なし

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　国立大学法人一橋大学役員給与規程により、役員賞与については、文部科学省国立大学法
人評価委員会が行う業務評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内で増減するこ
とができることとしている。

  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

　当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国
立大学法人、国家公務員等の他、人数規模が同様の民間企業の役員報酬を参考とした。
　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬2,900万円と比較した場
合、同水準以下であり、また事務次官の年間給与額2,337万円と比べてもそれ以下となってい
る。
　学長の報酬月額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定し
ているが、学長の職務内容の特性は法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの業績評
価の結果を勘案したものとしている。



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

9,598 5,535 3,233 830 (地域手当)
(通勤手当)

R2.8.31

千円 千円 千円 千円

12,144 7,749 3,233 1,162 (地域手当)
(通勤手当)

R2.9.1

千円 千円 千円 千円

7,770 4,475 2,614 681 (地域手当)
(通勤手当)

R2.8.31

千円 千円 千円 千円

7,770 4,475 2,614 681 (地域手当)
(通勤手当)

R2.8.31

千円 千円 千円 千円

17,775 10,740 5,228 1,806 (地域手当)
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

9,819 6,265 2,614 939 (地域手当)
(通勤手当)

R2.9.1

千円 千円 千円 千円

9,819 6,265 2,614 939 (地域手当)
(通勤手当)

R2.9.1

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400 0 0
（　　　　）

R2.4.1

千円 千円 千円 千円

750 750 0 0
（　　　　）

R2.8.31

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,050 1,050 0 0
（　　　　）

R2.9.1

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
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

その他（内容）
前職

C監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

法人の長B

B理事

C理事

法人の長A

就任・退任の状況
役名

D理事

G理事
（非常勤）

E理事

A理事

F理事
（非常勤）

B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

　理事（非常勤）

　監事
該当なし

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　上記使命の実現にあたり、各理事は、「総務、人事、研究、社会連
携、広報」、「教育」、「企画・評価、情報化、監査」の各分野を分担
し、教育研究及び大学運営の職務を担っている。
　理事の年間報酬は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬2,900万円と比較した場合、同水準以下であり、また事務次官の年
間給与額2,337万円と比べてもそれ以下となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業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。

　上記使命の実現にあたり、法人化後、多角的運営判断の重要性が
増す中で、第三者の視点から大学運営の職務を担っている。
　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。

　国立大学法人一橋大学の財産状態や業務執行状況を監督し、そ
の健全性を確保する職務を担っている。
　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。

　国立大学法人一橋大学は、日本及び世界の自由で平和な政治経
済社会の構築に資する知的、文化的資産を創造し、その指導的担い
手を育成することを使命としており、学長は、常勤職員数500名を超
える法人の代表として、その業務を総理するとともに、校務をつかさど
り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に
担っている。
　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬2,900万円と比較した場合、同水準以下であり、また事務次官の
年間給与額2,337万円と比べてもそれ以下となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業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。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国
立大学法人、民間企業等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

該当なし
千円 年 月

8,470
(39,895)

5
(29)

9
(5)

R2.8.31 1

千円 年 月

該当なし
千円 年 月

該当なし

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「※」、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
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

職員の期間を通算して支給

該当なし

　当該理事は大学の総務、財務、情報化、研究、人事の分野を担当し、総務では学内組織の機能強
化、ガバナンス機能の強化、 危機管理体制の強化、財務では寄附金の獲得、財政基盤の充実、施設の
効率的な活用の促進、保有資産の有効活用、情報化では各事務情報システムの連携・集約化、情報セ
キュリティ対策、研究では科学研究費補助金の応募促進、研究倫理に関する理解の促進、若手研究者
の育成の推進、社会科学高等研究院を中核とした重点領域研究プロジェクトの推進、研究成果の国内
外への発信、 国内外の研究ネットワークの拡充、人事では 全学教員人件費管理計画の実施、 教職員
評価の実施、大学経営のプロフェッショナルの育成等の多くの業績を有し、これらのことを通じて大学運
営を支え、在職期間において尽力されたことから、経営協議会および役員会において、本来の理事とし
ての任務を遂行されたものと判断され、業績勘案率は1.0と決定された。

　国立大学法人一橋大学役員給与規程により、役員賞与については、文部科学省国立
大学法人評価委員会が行う業務評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲
内で増減することができることとしている。

該当なし

法人の長

理事A

法人の長

　在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当
であると考える。

理事A
（非常勤）

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。

該当なし監事
（非常勤）

判断理由

理事

監事A
（非常勤）

理事
（非常勤）

法人での在職期間



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

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　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。）

　職員の勤務成績に基づき、一般職員については一般職員評価の評価結果を考慮の上、勤
勉手当の成績率の決定、昇給、昇格の実施を決定し、教育職員については教育職員評価の
評価結果を考慮の上、勤勉手当の成績率の決定を行っている。

　国家公務員等の給与水準を十分考慮し、国家公務員等の例に準じた給与水準の決定を
行っている。また、採用の抑制、事務組織の改革、業務の合理化・簡素化等により人件費の削
減に努めている。
　職員給与の支給水準の妥当性を検討するに当たっては、国家公務員等の他、他の国立大学
法人等の給与水準を参考とした。
　令和２年国家公務員給与実態調査によれば、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均
給与月額は408,868円となっており、全職員の平均給与月額は416,203円となっている。

　令和２年度は、給与制度の改正はなし



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

399 48.9 8,968 6,441 103 2,527
人 歳 千円 千円 千円 千円

128 43.5 6,557 4,801 94 1,756
人 歳 千円 千円 千円 千円

271 51.4 10,107 7,215 108 2,892
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

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。

【年俸制適用者】

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 44.3 8,667 6,834 116 1,833
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 44.1 9,116 6,498 161 2,618
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.8 7,619 7,619 10 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.7 4,510 4,510 74 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.7 4,510 4,510 74 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

36 45 4,871 4,871 119 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 48.5 4,086 4,086 108 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 38.7 6,259 6,259 139 0
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。

総額

区分 人員 平均年齢

事務・技術

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）

区分 うち賞与うち所定内

常勤職員

平均年齢
令和２年度の年間給与額（平均）

令和２年度の年間給与額（平均）

総額

常勤職員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（外国人教師等）

うち所定内 うち賞与

人員

注2：「全学年俸制教育職員」とは年俸制教育職員のうち、国立大学法人一橋大学全学教育職員給与規則を適用する
職員である。

注3：区分のうち、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）、教育職種（外国人教師等）、その他の医療職種
（医療技術職員）、その他の医療職種（看護師）については、該当者がないため、記載していない。

全学年俸制
教育職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

注2：常勤職員のうち、教育職種（外国人教師等）については、該当者が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、人数以外は記載していない。

注3：常勤職員の区分のうち、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については該当者がいないため、記
載していない。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

再任用職員



②

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：事務・技術職員の年齢24-27歳の該当者は1名であるため、当該個人に関する情報が特定される恐れがある
ことから、年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔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。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

1

4 56.3 9,665

17 51.4 8,669

20 49.9 7,141

45 44.1 6,240

9 37.6 5,199

32 34.1 4,874

（大学教員）

平均
人 歳 千円

174 53.9 11,007

58 45.5 8,863

9 37.4 7,534

1

29 53.2 7,087

7,963　～　6,254

平均年齢

　　局長

主任

一般職員

7,499　～　4,863

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグループ
（最高～最低）

人員

15,055　～　8,829

11,324　～　7,025

教授

分布状況を示すグループ 人員

注1：助教の該当者は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、人員の
み表示している。

准教授

講師

助教

　代表的職位

年間給与額

助手

6,719　～　3,913

平均年齢

6,542　～　4,675

7,770　～　6,401

千円

注2：部長の該当者は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、人
員、平均年齢、平均年間給与額のみ表示している。

千円

　　部長

課長、室長、事務長、次長、主幹

　　課長代理、室長代理、事務長代理、専門員

係長、専門職員

 8,677　～　6,860

年間給与額

注1：局長の該当者は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、人員の
み表示している。

（最高～最低）

9,234　～　7,432



④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57.2 56.7 57

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.8 43.3 43

％ ％ ％

         最高～最低 53.1～39.7 54.9～39.7 53.6～39.7

％ ％ ％

58 58.4 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42 41.6 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 46.9～39.6 46.9～34.8 45.7～38.3

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.8 55.6 55.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.2 44.4 44.3

％ ％ ％

         最高～最低 52.9～40.1 55.6～39.8 54.3～40.1

％ ％ ％

58.2 58.2 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.8 41.8 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～38.8 52.4～39.6 51.1～39.6

賞与（令和２年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

管理
職員

区分

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 95.3
・年齢・地域勘案 97.0
・年齢・学歴勘案 93.6
・年齢・地域・学歴勘案 96.5
（参考）対他法人 109.5

106.3

４　モデル給与

対国家公務員
指数の状況

項目 内容

講ずる措置

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後も適切な給与水準の維持に努めていく。

　給与水準の妥当性の
　検証

（扶養親族がいない場合）
事務系職員　22歳（大卒初任給）月額209,530円　年間給与3,127,234円
事務系職員　35歳（係長）　月額316,595円　年間給与5,295,051円
事務系職員　50歳（課長代理）　月額422,740円　年間給与7,165,442円
教育職員　　 28歳（講師）　月額342,930円　年間給与5,812,662円
教育職員　　 35歳（准教授）　月額470,235円　年間給与7,970,483円
教育職員　　 50歳（教授）　月額601,795円　年間給与10,335,829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

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和２年度の教
育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　50.2％
（国からの財政支出額　6,333百万円、支出予算の総額　12,616百万円：令
和2年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（令和2年度決算）

【大卒以上の高学歴者の割合について】
83.6％（常勤128名中107名）

【検証結果】
  支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は50.2％となっている
が、対国家公務員の指数の状況については地域勘案、学歴勘案、地域・学
歴勘案のいずれの指数も100以下のため、適切な給与水準であると考えて
いる。
（文部科学大臣の検証結果）
　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国立大学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、法人における給与水
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。



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28年度 平成29年度 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 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 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

特になし

　職員の勤務成績に基づき、一般職員については一般職員評価の評価結果を考慮の上、勤
勉手当の成績率の決定、昇給、昇格の実施を決定し、教育職員については教育職員評価の
評価結果を考慮の上、勤勉手当の成績率の決定を行っている。

4,658,752 4,617,821 4,516,665

7,092,227 7,254,5427,449,850

非常勤役職員等給与

区　　分

給与、報酬等支給総額
4,792,918 4,833,030

839,771

退職手当支給額

1,230,029 1,328,608

福利厚生費

288,144 486,739 361,210 457,039

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

519,217

最広義人件費
7,205,973

1,353,764

859,383

1,285,140

7,229,708

842,236 851,074 840,061

1,270,698

○非常勤役職員等給与　対前年比　約2%増
非常勤役職員数増の影響による。

○再広義人件費　対前年比約0.3%減
常勤職員数減の影響による。


