
国立大学法人埼玉大学（法人番号6030005001803）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

理事（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  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

国立大学法人埼玉大学の主要事業は教育・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、類似事業を実施している民間法人や独

立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数

（本学約800人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の医療系学部を有さ

ない国立総合大学等を参考とした。
(1) 国立大学法人横浜国立大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事
業を実施している（常勤職員数約1,000人）。公表資料によれば、平成28年度の長の年間
報酬額は18,469,000円で指定職5号俸相当、理事については15,854,000円～
13,555,000円で指定職1号俸～3号俸相当となり、当該法人役員給与規則上常勤監事は
指定職1号俸相当としている。
(2) 事務次官年間報酬額･･･23,175,000円

役員報酬規則により、期末特別手当の額について、文部科学省国立大学法人評価委員
会が行う業績評価の結果、当該役員の職務実績を勘案して必要と認める場合に、経営協
議会の議を経て、100分の10の範囲内で増減できる。

役員報酬支給基準は、月額及び期末手当から構成されている。
月額については、国立大学法人埼玉大学役員報酬規則に則り、本給
月額（984,000円）に地域手当（142,680円）を加算して算出している。

期末手当についても、同規則に則り、期末特別手当基準額（本給月額

＋地域手当＋本給月額×100分の25＋本給月額及び地域手当の月額

に100分の20の割合を乗じて得た額）に6月に支給する場合においては

100分の145、12月に支給する場合においては100分の160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、平成29年度では前年度と比較して、地域手当支給割合の引き
上げ（14.2％→14.5％）を実施した。

法人の長と同様の規則に基づき支給及び改定を実施した。
なお、本給月額は761,000円～776,000円、地域手当は110,345円～
112,520円と定めている。

非常勤役員の報酬は、月額180,000円としている。



監事

監事（非常勤）

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

18,394 11,808 4,873
1,712
0
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,534 9,132 3,769
1,324
308

（地域手当）
（通勤手当）

H30.3.30 ◇

千円 千円 千円 千円

14,765 9,312 3,843
1,350
259

（地域手当）
（通勤手当）

H30.3.31

千円 千円 千円 千円

14,724 9,312 3,843
1,350
218

（地域手当）
（通勤手当）

H30.3.31

千円 千円 千円 千円

720 720 0 0
（　　　　）

H29.7.31

千円 千円 千円 千円

13,418 8,472 3,496
1,228
220

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,160
（　　　　）

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）

B監事
（非常勤）

A監事

法人の長

A理事

B理事

D理事
（非常勤）

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

法人の長と同様の規則に基づき支給及び改定を実施した。
なお、本給月額は706,000円、地域手当は102,370円と定めている。

非常勤役員の報酬は、月額180,000円としている。



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）

埼玉大学は、大学の研究力の強化や国際的に競争力のある卓越し

た大学院の形成を進めるとともに、地域の課題解決に貢献し、地域社

会を支える人材育成や研究成果の還元に取り組んでいる。
そうした中で、埼玉大学の学長は、職員数約800名（常勤）の法人の
代表として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を総督
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27,998千円と比較した場合、これを大きく下回っており、また、事務次
官の年間給与額23,175千円と比べても下回るものとなっている。

埼玉大学では、学長の報酬月額を指定職5号俸相当として定めてい

るが、指定職5号俸が適用される官職である研究所・試験所の長は当

法人と職務内容・職責が近く、また他の医療系学部を有さない国立総

合大学の長の給与水準と同水準である。
こうした職務内容の特性や他法人等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。

埼玉大学は、大学の研究力の強化や国際的に競争力のある卓越し

た大学院の形成を進めるとともに、地域の課題解決に貢献し、地域社

会を支える人材育成や研究成果の還元に取り組んでいる。
そうした中で、埼玉大学の理事は、学長の定めるところにより、学長を
補佐して法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代
理し、学長が欠員のときはその職務を行うものとしている。
理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬27,998千円と比較した場合、これを大きく下回っており、また、事務
次官の年間給与額23,175千円と比べても下回るものとなっている。

埼玉大学では、理事の報酬月額を指定職2号俸相当として定めてい

るが、指定職2号俸が適用される官職である研究所・試験所の理事は

当法人と職務内容・職責が近く、また他の医療系学部を有さない国立

総合大学の理事の給与水準と同水準である。
こうした職務内容の特性や他法人等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。

月額180千円の報酬は、他の医療系学部を有さない国立総合大学の理
事（非常勤）の報酬水準以下となっているため、妥当であると考えられる。



　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

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
（退職手当は支給しない）

千円 年 月

　該当者なし

千円 年 月

該当者なし
（退職手当は支給しない）

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B
（非常勤）

理事D
（非常勤）

理事B

理事C

監事A

埼玉大学は、大学の研究力の強化や国際的に競争力のある卓越し

た大学院の形成を進めるとともに、地域の課題解決に貢献し、地域社

会を支える人材育成や研究成果の還元に取り組んでいる。
そうした中で、埼玉大学の監事は、法人の業務を監査し、その結果に
基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を
提出することができるものとしている。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬27,998千円と比較した場合、これを大きく下回っており、また、事務次
官の年間給与額23,175千円と比べても下回るものとなっている。

埼玉大学では、監事の報酬月額を指定職1号俸相当として定めてい

るが、指定職1号俸が適用される官職である研究所・試験所の監事は当

法人と職務内容・職責が近く、また他の医療系学部を有さない国立総

合大学の監事の給与水準と同水準である。
こうした職務内容の特性や他法人等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。

月額180千円の報酬は、他の医療系学部を有さない国立総合大学の監
事（非常勤）の報酬水準以下となっているため、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。



５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】
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。

理事D
（非常勤）

監事A

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし（退職手当は支給しない）

監事B
（非常勤）

判断理由

　該当者なし

　該当者なし（退職手当は支給しない）

理事C

法人の長

理事A

理事B

役員報酬規則により、期末特別手当の額について、文部科学省国立大学法人評価委員
会が行う業績評価の結果、当該役員の職務実績を勘案して必要と認める場合に、経営協
議会の議を経て、100分の10の範囲内で増減できる。



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平成29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。）

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。当該法人職員を検討するにあたって、他

の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほ

か、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人約800人）

や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。

・国立大学法人横浜国立大学･･･当該法人は、当法人と同じく国立大学法人として教育・研
究事業を実施している（常勤職員数約1,000人）。また、平成28年度の対国家公務員ラスパ
イレス指標（年齢・地域・学歴勘案）の差は0.3と僅かであり、同等の水準であると言える。

○職員の勤務評定を実施し、その結果を勤勉手当の成績率、昇給に反映させる。
・賞与 ： 勤勉手当（査定分）

基準日以前6箇月の期間における、勤務評定等の結果を踏まえた勤務成績に応じて決

定される成績率により支給される。
・本給月額 ： 昇給
勤務評定等の結果を踏まえ、勤務成績が特に良好である場合には、上位の昇給区分に
決定することができる。

※年俸制適用教職員に対しては、給与の一部として業績給が支給されており、その内訳
は業績手当と外部資金獲得手当で構成されている。

国立大学法人埼玉大学教職員給与規則に則り、本給月額及び諸手当（本給の調整額、

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、管理職員特別勤務手当、超

過勤務手当、宿日直手当）及び賞与（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（本給月額、本給の調整額、教職調整額及び扶
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）に6月に支給する場合にお
いては100分の122.5、12月に支給する場合においては、100分の137.5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。
勤勉手当については、勤勉手当基礎額（（本給月額、本給の調整額及び教職調整額の
月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計）に基準日以前6箇月以内の期間にお
けるそのものの在職期間に応じた割合及び勤務成績に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。

人事院勧告に基づく国家公務員の給与見直しに関連して、主な措置を以下のとおり講ず

ることとした。
・実施時期 ：平成29年4月1日
・本給表関係の措置の内容：本給月額を平均約0.2％増額改定（役員対象外）
・諸手当関係の措置の内容：地域手当支給割合を14.2％から14.5％へ増額改定

：扶養手当の額を配偶者については13,000円から10,000円
に、子については6,500円から8,000円に、配偶者がない場
合の１人目の子又は父母等については11,000円から子は
10,000円、父母等は9,000円にそれぞれ改定

・期末手当及び勤勉手当 ：勤勉手当成績率を各期0.01月分増額改定



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

644 47 8,351 6,099 122 2,252
人 歳 千円 千円 千円 千円

154 43.6 6,168 4,569 107 1,599
人 歳 千円 千円 千円 千円

382 50.4 9,687 7,020 136 2,667
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 39.1 7,454 5,576 83 1,878
人 歳 千円 千円 千円 千円

50 34.9 6,415 4,821 103 1,594
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 47.9 6,744 4,970 86 1,774
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

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

6 62.2 5,020 4,234 186 786
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.1 5,015 4,225 172 790
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 53.2 4,480 3,321 92 1,159
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 53.5 3,534 2,624 52 910
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
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：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注３：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注４：「技術職種（技師等）」とは、従来行政職（一）を適用していた技術職について、法人化にあわせて
　　　新たな職種として位置づけ、独自の本給表を適用させている職種である。
注５：「スーパーバイザー」とは、主にインターンシップに関する業務を行うほか、キャリア形成支援に関する業務を行う
   職種である。
注６：「常勤職員」の「その他医療職種（看護師）」及び「特定有期雇用教職員」、「再任用職員」の「技術職種（技師等）」、
　　　「非常勤職員」の「教育職種（大学教員）」及び「その他医療職種（看護師）」、「スーパーバイザー」
　　　は該当者がそれぞれ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、
　　　「人員」以外は記載していない。
注７：以下の職種は、該当者がいないため記載を省略している。
　　　・「常勤職員」のうち、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
　　　・「再任用職員」のうち、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
　　　・「非常勤職員」のうち、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）

総額
人員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

スーパーバイザー

技術職種
（技師等）

再任用職員

在外職員

任期付職員

区分 うち賞与うち所定内平均年齢
平成29年度の年間給与額（平均）

常勤職員

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）

技術職種
（技師等）

特定有期雇用教職員



　[年俸制適用者]

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 49.8 9,862 9,862 138 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 53.1 10,838 10,838 148 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 41.8 7,734 7,734 107 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注１：「リサーチ・アドミニストレーター」とは、本学の研究活動・情報の調査及び分析、科学技術・学術政策等の動向
　　　把握及び分析、競争的資金に係る情報収集、分析及び申請支援業務を行う職種である。
注２：「リサーチ・アドミニストレーター」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、
　　　「人員」以外は記載していない。
注３：以下の職種は、該当者がいないため記載を省略している。
　　　・「常勤職員」のうち事務・技術、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）
　　　・「在外職員」
　　　・「任期付き職員」
　　　・「再任用職員」
　　　・「非常勤職員」

特定有期雇用教職員

平均年齢
平成29年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

リサーチ・アドミニストレーター

常勤職員

教育職種
（大学教員）

区分 人員



②

（事務・技術職員）

（教育職員（大学教員））

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。

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。〕



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 58.8 9,032

19 54.5 8,208

24 53.1 7,234

44 47.3 6,348

20 39.7 5,548

44 30.8 4,239

注１：「課長」には、課長相当職である「事務長」、「室長」及び「主幹」を含む。
注２：「課長代理」には、課長代理相当職である「事務長代理」、「室長代理」及び「専門員」を含む。
注３：「係長」には、係長相当職である「専門職員」を含む。
注４：「部長」については該当者が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」以外は記載していない。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

180 56.3 10,933

152 46.4 8,780

9 44.1 7,892

41 40.3 6,713

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

59.5 61.9 60.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.5 38.1 39.2

％ ％ ％

         最高～最低 51.8～37.4 48.7～34.8 50.2～36.1

％ ％ ％

60.2 62.4 61.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

39.8 37.6 38.6

％ ％ ％

         最高～最低 41.8～36.1 39.6～34.8 40.6～35.8

管理
職員

年間給与額

（最高～最低）
千円

部　　　長

課　　　長

年間給与額

講 　　　師

准　教　授

賞与（平成29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））

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）

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））

係　　　員 5,650　～　3,519

9,416　～　6,903

課長代理 7,757　～　6,391

教 　　　授

助 　　　教

平均年齢

8,783　～　6,443

分布状況を示すグループ

千円

係　　　長 7,404　～　4,625

～

主　　　任 6,800　～　4,636

9,917　～　6,560

7,968　～　5,762

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

（最高～最低）

13,567　～　8,770

人員



（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

59.5 61.5 60.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.5 38.5 39.5

％ ％ ％

         最高～最低 52.1～37.5 49.6～35.5 49.2～37.0

％ ％ ％

60.5 62.6 61.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

39.5 37.4 38.4

％ ％ ％

         最高～最低 48.9～37.0 45.9～34.8 47.3～36.0

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○教育職員（大学教員）

　　教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標　　　　　　　102.8

　　 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、

　　　　 平成29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。

区分

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢・地域・学歴勘案             91.6
（参考）対他法人　                  103.6　　　　　　　

該当なし

（法人の検証結果）
　本学の給与水準については、本学の支出予算の範囲内において、社会
一般の情勢及び国家公務員の給与水準を考慮し、国家公務員の例に準じ
て支給されており、その水準は対国家公務員指数100未満であり、適正と考
えられる。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　53.7％】
　（国からの財政支出額　6,914百万円、支出予算の総額　12,880百万円
：平成29年度予算より）
【累積欠損額　0円（平成28年度決算）】
【管理職の割合　14.3％（常勤職員数154人中22人】
【大卒以上の高学歴者の割合　64.3％（常勤職員数154人中99人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　54.3％】
　（給与・報酬等支給総額　6,664百万円、支出総額　12,270百万円
：平成28年度決算より）

講ずる措置
　今後も社会一般の情勢及び国家公務員の給与水準を考慮し、適正な給
与水準の維持に努めていく。

（文部科学大臣の検証結果）
　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。

・年齢・学歴勘案                     90.4

・年齢勘案                             90.8
・年齢・地域勘案                     91.6

内容

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況



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

（扶養親族がいない場合）

○事務・技術職員
・22歳（大学卒）※22歳のみ地域手当を含めず算出

月額 179,200円 年間給与 2,895,000円
・35歳（主任）

月額 311,898円 年間給与 5,101,000円
・50歳（係長）
月額 415,750円 年間給与 6,800,000円

○教育職員（大学教員）

・27歳（博士修了）
月額 330,218円 年間給与 5,332,000円
・35歳（准教授）

月額 463,153円 年間給与 7,671,000円
・50歳（教授）
月額 617,384円 年間給与 10,354,000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
につき 8,000円）を支給

注：モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域
手当を基礎に算出

・地域手当率 ： 14.5％（22歳事務・技術職員は0％とする）
・准教授 ： 本給の調整額（12,700円）
・教授 ： 本給の調整額（30,000円）

年俸制適用教職員に対して給与の一部として実施されており、その内

訳は以下のとおり業績手当と外部資金獲得手当で構成されている。なお、

当該制度については、今後とも継続して行う方針である。

・業績手当・・・毎年行う年俸制業績評価の評価結果から、前回の評価結
果（反映率）との差に基本年俸月額を乗じて得た額を、既に受けている業
績手当に加算又は減算する。
・外部資金獲得手当・・・外部資金を獲得した者にその獲得額に応じた額
を支給する。



Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33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

福利厚生費

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。

最広義人件費

1,032,900

8,813,2799,198,127

1,053,619

844,464

退職手当支給額
487,780635,076

非常勤役職員等給与
820,519

区　　分

給与、報酬等支給総額
6,472,0806,664,968

特になし

「給与、報酬等支給総額」及び「再広義人件費」に係る対前年度比及び増減要因

①「給与、報酬等支給総額」
前年度比 192,888千円減（2.89%減）
増減要因 ・定年等で退職した教員の後任補充を行わなかったことによる支給額の減

②「再広義人件費」
前年度比 384,848千円減（4.18%減）
増減要因 ・上記①の要因に係る「給与、報酬等支給総額」の減

・前年度に比べ、退職者の人数が減ったことによる「退職手当支給額」の減

「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月から以下の措置を講ずることとした。

役員及び教職員の退職手当について、支給額の減額改定を実施

役員に関する講じた措置の概要：退職手当の支給率を100分の10.875から100分の

10.4625に改定

教職員に関する講じた措置の概要：退職手当支給率の調整率を100分の87から100分の

83.7に改定し、退職手当基本額の最高限度額を、

退職日本給月額に49.59を乗じて得た額から47.709

を乗じて得た額に改定

なお、大幅な減額改定のため、学内の折衝に時間を要したことから、措置の開始時期は
平成30年3月15日となり、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。


