
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人大阪教育大学（法人番号2122005002494）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。）

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、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人

のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数や教育・研究

事業で比較的同等と認められる法人等を参考とした。
（１）本学とほぼ同等の規模を有するとともに、事業内容もほぼ同じ教育・研究事業を実

施している国立大学法人の公表資料によれば、平成２８年度の長の年間報酬額は
18,410千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、
18,488千円と推定される。同様の考え方により、理事については12,291千円と推定される。

（２）事務次官年間報酬額・・・23,175千円

役員の賞与 （期末特別手当）については、文部科学省国立大学法人評価委員会が

行う業績評価の結果及び役員としての職務実績を勘案し、学長が経営協議会の議を経

て、１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。
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法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

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

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月

額については、本学役員給与規程（以下、役員給与規程とする。）に則り、

本給（965,000円）に地域手当（115,800円）を加算して算出している。期末

特別手当についても、役員給与規程に則り、６月に支給する場合において

は期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋本給×１００分の２５＋（（本給

＋地域手当）×１００分の２０））に１００分の１６２．５を乗じ、１２月に支給する

場合においては１００分の１６７．５を乗ずる。また、役員給与規程に則り、期

末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて１００分の１０の範囲内でこ

れを増額、又は減額できる。
なお、平成２９年度では、人事院規則（期末手当及び勤勉手当）の一部

改正（平成２９年１２月１５日施行）に準拠し、期末特別手当の支給率を引き
上げた（年間0.05ヶ月分）。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月
額については、役員給与規程に則り、本給（818,000円以内で学長が別に
定める額）に地域手当（本給×１００分の１２）を加算して算出している。期
末特別手当についても、役員給与規程に則り、６月に支給する場合にお
いては期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋本給×１００分の２５＋
（（本給＋地域手当）×１００分の２０））に１００分の１６２．５を乗じ、１２月に
支給する場合においては１００分の１６７.５を乗ずる。また、役員給与規程
に則り、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて１００分の１０の
範囲内でこれを増額、又は減額できる。

なお、平成２９年度では、人事院規則（期末手当及び勤勉手当）の一部
改正（平成２９年１２月１５日施行）に準拠し、期末特別手当の支給率を引
き上げた（年間0.05ヶ月分）。

該当者なし

該当者なし

非常勤役員手当は、役員給与規程に則り、月額（87,500円から175,000
円までの範囲内で学長が別に定める額）を支給している。
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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

18,431 11,580 5,076
1,389

385
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,350 9,132 4,003
1,095

120
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

7,214 4,566 1,971
547
129

（地域手当）
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

7,276 4,566 2,031
547
130

（地域手当）
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

14,773 9,132 4,003
1,095

542
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

14,013 8,472 3,713
1016
163
648

（地域手当）

（通勤手当）

（単身赴任手当）

◇

千円 千円 千円 千円

該当者なし
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

該当者なし
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,199 2,100 99 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,435 1,399 36 （通勤手当）

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

A監事

B監事

C監事
（非常勤）

D監事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事

E理事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）
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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

　監事（非常勤）

国立大学法人大阪教育大学は、教育の充実と文化の発展に貢献し、とりわけ
教育界における有為な人材の育成をとおして、地域と世界の人々の福祉に寄
与する大学であることを使命としており、役員協議会及び大学戦略会議を基
盤として、教育改革、組織改革、グローバル化等を学長のリーダーシップの下
で推進している。

本法人は、非常勤も含めれば１千人を超える教職員を擁し、約１万人の学生

及び生徒等を預かる規模である。本法人の長は、このような任務や規模を有

する法人を代表し、その業務を総理するとともに、学長として、校務をつかさど

り、所属職員を統督し、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、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,175千
円と比べてもそれ以下となっている。
本法人では、学長の報酬月額を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。

また、同規模の他の教員系単科大学の長の報酬（18,488千円）と概ね同水準

となっている。
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。

国立大学法人大阪教育大学は、教育の充実と文化の発展に貢献し、とりわけ
教育界における有為な人材の育成をとおして、地域と世界の人々の福祉に寄与
する大学であることを使命としており、役員協議会及び大学戦略会議を基盤とし
て、教育改革、組織改革、グローバル化等を学長のリーダーシップの下で推進し
ている。

本法人は、非常勤も含めれば１千人を超える教職員を擁し、約１万人の学生及

び生徒等を預かる規模である。理事は、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

こととなっている。
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、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,175千円と
比べてもそれ以下となっている。

本法人では、理事の報酬月額を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
また、同規模の他の教員系単科大学の理事の報酬（12,291千円）と概ね同水準
となっている。
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。

該当者なし

該当者なし

非常勤役員の給与については、関連法案の動向に留意しつつ、雇用形
態や勤務実態に合わせ、常勤役員との均衡を考慮し決定しているので、妥
当であると考える。
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【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

3,475
(35,420)

3
(40)

6
(0)

平成29年
9月30日

1.0

千円 年 月

3,821 4 0
平成30年
3月31日

1.0

千円 年 月

該当者なし

注１：理事Bについては、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載する
　とともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の
　括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

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。
　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
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

法人の長

判断理由
該当なし

理事D

　当該理事は、広報・附属学校担当理事として、広報、附属学校、地域連携に関する様々な
取組を推進するとともに、平成２７年４月の教職大学院設置、平成２９年４月の学部再編などの
大学改革や国立大学改革強化推進事業としてのＨＡＴＯプロジェクト（北海道教育大学、愛知
教育大学、東京学芸大学）、ＫＡＭＥプロジェクト（京都教育大学、奈良教育大学）などの大学
間連携においても大きな役割と責任を果たすなど、本学の運営及び教育研究の推進に貢献
した。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価
委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.0と
決定した。

理事B

　当該理事は、学生担当理事として、学生支援、入学試験、就職支援などに関する様々な取
組を推進するとともに、平成２７年４月の教職大学院設置、平成２９年４月の学部再編などの大
学改革や国立大学改革強化推進事業としてのＨＡＴＯプロジェクト（北海道教育大学、愛知教
育大学、東京学芸大学）、ＫＡＭＥプロジェクト（京都教育大学、奈良教育大学）などの大学間
連携においても大きな役割と責任を果たすなど、本学の運営及び教育研究の推進に貢献し
た。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価
委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.0と
決定した。

理事B

監事

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。

該当なし

監事

法人での在職期間

理事D

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。
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６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

役員の賞与 （期末特別手当）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績評
価の結果及び役員としての職務実績を勘案し、学長が経営協議会の議を経て、１００分の１０の範
囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしているが、今後、役員の職務特性や他法
人との比較等も踏まえて役員の業績給の在り方をさらに検討することとしたい。
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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

　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。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人、国家公務員を参考

にした。
（１）本学と比較した国立大学法人は、教育・研究事業において類似する国立大学法人であ
り、法人規模についてほぼ同等となっている。

（２）国家公務員・・・平成２９年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給

与額は410,719円となっており、全職員の平均給与月額は416,969円となっている。

効率的な大学運営に資する観点から職員配置の年次計画を策定し、各年度における業務
等を精査し、学内組織の職員数の適正化を推進することにより人件費管理を行う。

組織の目標達成に向け、職員のインセンティブを高めるため、大学教員については、教

育活動、研究活動、社会貢献活動等で評価し、附属教員及び事務系職員については、自

己点検・評価のシステムを実施し、これら評価結果に基づき、一定の枠内で給与等に反映

させている。

本学職員給与規程に則り、基本給、賞与（期末手当及び勤勉手当）及び諸手当（基本給の
調整額、教職調整額、管理職手当、地域手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当、通勤
手当、単身赴任手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、有資格特別職務手当、
特殊勤務手当、特別職務手当、超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（基本給＋基本給の調整額＋教職調整額＋扶養
手当＋地域手当＋広域異動手当）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（基本給＋基本給の調整額＋教職調整額＋地域
手当＋広域異動手当）に本学職員の賞与に関する細則に定める基準に従って定める割合を
乗じ、さらに基準日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。

また、職員給与規程に定める基準に従って、該当する職員については、定める割合を加算、

割増をした額を期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額としている。
なお、平成２９年度では、人事院規則（期末手当及び勤勉手当）の一部改正（平成２９年１２

月１５日施行）に準拠した勤勉手当の支給率の引き上げ（年間0.10ヶ月分）、また、平成２９年
度における基本給の官民較差に対応する一定額を、級別に平成２９年１２月期の勤勉手当
へ加算した。
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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

511 46.2 8,002 5,823 188 2,179
人 歳 千円 千円 千円 千円

125 42.7 6,063 4,458 155 1,605
人 歳 千円 千円 千円 千円

207 53.1 9,812 7,052 245 2,760
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

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

74 43.5 7,680 5,642 158 2,038
人 歳 千円 千円 千円 千円

99 38.1 6,971 5,154 128 1,817
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

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

8 62.9 4,904 4,092 158 812
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

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

7 63.1 4,897 4,084 144 813
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。

注4：「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5：「技能・労務職種」は、調理師である。

常勤職員

注2：常勤職員の「技能・労務職種」、「教育職種（外国人教師等）」及び「その他医療職種（看護師）」につ
いては、該当者が２人以下であり、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。また、再任用職員の「教育職種（附属義務教育学校教員）」については、該当者が1人
であり、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：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員、附属中学校教員で附属高等学校に併
任している者を含む。

区分 人員 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

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（外国人教師等）

その他医療職種
（看護師）

在外職員

任期付職員

再任用職員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
(附属義務教育学校教員)
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.2 9,535 9,535 0 0
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 63.2 9,535 9,535 0 0
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

15 50.5 6,045 6,045 187 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 53.5 5,499 5,499 244 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 48.5 6,408 6,408 148 0
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

9 66.9 3,678 3,678 338 0
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

9 66.9 3,678 3,678 338 0
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

注１：在外職員、非常勤職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

平成２９年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

再任用職員

（年俸制適用者）

区分 人員 平均年齢
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②

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。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

部長 1

次長 1

課長 13 54.0 8,299

課長代理 12 51.7 7,196

係長 41 46.6 6,283

主任 33 39.2 5,123

係員 24 29.1 4,101

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

代表的職位

教授 127 57.4 10,285

准教授 71 47.0 8,569

講師 9 39.2 7,320

注２：部長及び次長の該当者は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、平均年齢
及び年間給与額は表示していない。

注１：課長には、課長相当である「室長」も含む。

7,959　～　6,640

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

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））

千円

7,412 　～　4,864

6,758　 ～　3,924

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

6,079 　～　3,424

分布状況を示すグループ

千円

11,948　～　8,513

9,779　～　6,945

8,795　 ～　7,159

  ～ 

7,659　 ～　6,478

 ～
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（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

57.5 57.4 57.5
％ ％ ％

42.5 42.6 42.5
％ ％ ％

53.4 51.3 52.3
         最高～最低 ～ ～ ～

38.5 38.8 38.7
％ ％ ％

58.4 58.7 58.5
％ ％ ％

41.6 41.3 41.5
％ ％ ％

47.3 47.1 45.7
         最高～最低 ～ ～ ～

34.5 33.0 36.6

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

60.6 57.9 59.1
％ ％ ％

39.4 42.1 40.9
％ ％ ％

40.1 44.1 42.3
         最高～最低 ～ ～ ～

38.0 30.9 34.4
％ ％ ％

60.4 58.0 59.1
％ ％ ％

39.6 42.0 40.9
％ ％ ％

40.1 44.7 42.6
         最高～最低 ～ ～ ～

35.0 32.4 36.1

区分

区分

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

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））
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

90.2
94.1
88.7
93.6

103.1

○教育職員（大学教員）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人
・年齢・地域・学歴勘案
・年齢・学歴勘案
・年齢・地域勘案
・年齢勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　６６％】
（国からの財政支出額　６，２２１百万円、支出予算の総額　９，４１７百万円：
平成２９年度予算）

（法人の検証結果）
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から、
給与水準は適正であると考える。

講ずる措置
今後も引き続き、適正な給与水準を維持するよう努める。

・教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収倍率と、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収倍率と
の比較指標を参考として記載する。

（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。

○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　　98.9
（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。
　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準（年額）
の比較指標である。
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４　モデル給与

（事務・技術職員）　※扶養親族がいない場合

○ ２２歳（大卒初任給）

月額　179,200円 年間給与　2,665,643円　

○ ３５歳（主任）

月額　328,944円 年間給与　5,439,479円　

○ ５０歳（係長）

月額　408,576円 年間給与　6,853,563円　

（教育職員（大学教員））　　※扶養親族がいない場合

○ ２４歳（助教、修士修了初任給）

　　月額　240,000円 年間給与　3,601,286円　

○ ３５歳（講師）

月額　388,528円 年間給与　6,513,872円　

○ ５０歳（教授）

月額　533,568円 年間給与　8,166,785円　

（注１）モデル給与の月額及び年間給与は、基本給、地域手当（12％）を基礎に算出。

ただし、22歳事務・技術職員及び24歳大学教員については地域手当を含めずに算出している。

（注２）扶養親族がいる場合には扶養手当を支給。

 　　　　（配偶者10,000円、父母等6,500円（配偶者がいない場合は1人のみ9,000円）、子1人につき8,000円

（配偶者がいない場合は1人のみ10,000円。また、満15歳に達する日以後、最初の4月1日から満22

歳に達する日以後、最初の3月31日までの子は5,000円加算））　

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

組織の目標達成に向け、職員のインセンティブを高めるため、大学教員については、教育活動、

研究活動、社会貢献活動等で評価し、附属教員及び事務系職員については、自己点検・評価の

システムを実施し、これら評価結果に基づき、一定の枠内で給与等に反映させている。
業績給への反映の仕組みは、経年変化等も勘案し、見直しの有無について、継続的に検討して

いる。
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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

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
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
○Ⅱ-３給与水準の妥当性の検証等について

この比較指標については、地域手当を含んだ年額にて算出している。地域手当は、国に準拠する場
合、本学の大阪府内の各事業所は、支給率が、16％（大阪市）、15％（池田市）及び10％（柏原市）の地
域に該当することとなるが、管理運営の必要性から、府内の事業所は12％（大阪府の区域）地域とし、
府内統一の取扱いとしている。

区　　分

給与、報酬等支給総額
5,144,000 5,119,758

退職手当支給額
410,932 336,547

762,949 833,404

7,143,331

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
7,154,333

836,452 853,622
福利厚生費

非常勤役職員等給与

○給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について
「給与、報酬等支給総額」については、基本給の引上げ及び期末・勤勉手当の引上

げ等を実施した一方で、人員配置の見直しや超過勤務の削減等により、前年度より
△0.5％の減少となった。

「最広義人件費」については、「非常勤役職員等給与」、「福利厚生費」が増加した
が、「給与、報酬等支給総額」、「退職手当支給額」が減少したため、前年度より△0.2%
の減少となった。

○「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1月に退職手当規程を改正した。

・役員に関する講じた措置の概要

調整率を100分の87から100分の83.7に引下げることとした。
・職員に関する講じた措置の概要

調整率を100分の87から100分の83.7に引下げることとした。
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