
 
農水産業協同組合貯金保険機構（法人番号 1010005002584）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28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28年度における改定内容

理事長

理事

監事

（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２８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

8,189 5,022 2,122 1,004 （特別調整手当） ◇

40 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

8,387 4,926 2,428 985 （特別調整手当） ◇

47 （通勤手当）

　農水産業協同組合貯金保険機構の主要事業は貯金保険制度の運営であり、類似の業
務を実施している機関として唯一預金保険機構がある。しかしながら、当機構の役員の報
酬水準の検討に当たっては、預金保険機構は当機構と業容・役員数及び職員数が大きく
異なることから、職務内容が比較的同等と認められる国家公務員の指定職職員の例を参
考とした。人事院公表資料（国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例：平成28
年8月）によると、平成28年度の国家公務員指定職職員のうち本府省局長の年間報酬額
は17,653千円となっている。

　役員に求められる役割は、貯金保険制度の運営・維持向上を図ることであり、役員報酬
はそのインセンティブとして有効に機能するものでなくてはならない。このことを踏まえ、農
水産業協同組合貯金保険機構役員給与規程において、役員の役割と責任及び業績に報
いるに相応しい水準として規定している。なお、当機構の役員報酬に業績給を導入するこ
とについては困難な面がある（Ｉ 6 を参照。）。

  報酬は、月額及び特別手当から構成されている。農水産業協同組合貯金保険機構役員
給与規程により、月額は本俸に特別調整手当（本俸の100分の20：国家公務員の地域手
当相当）を加算して算出している（理事長の本俸は821千円）。特別手当については、特別
手当基礎額（月額＋本俸×100分の25＋月額×100分の20）に、6月に支給する場合にお
いては100分の155を、12月に支給する場合においては100分の175を乗じ、さらに基準日
以前6か月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
  一般職の職員の給与に関する法律の改定（指定職）に準拠し、特別手当支給率（年間
3.15月分→3.3月分）を改定した。

  報酬基準の内容及び平成28年度における改訂内容の事項は、上記に同じ。ただし、理
事の本俸は720千円。

前職
その他（内容）

就任・退任の状況

 農水産業協同組合貯金保険機構役員給与規程による監事（非常勤）の役員手当月額
は、53,000円。平成28年度の改定はなし。

9月30日

10月1日

役名

Ｂ理事長

Ａ理事長
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14,409 8,640 3,955 1,728 （特別調整手当） ◇

87 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

54 54 0 0
 

千円 千円 千円 千円

583 583 0 0
 

     （注1）  
     （注2）  

     （注3）  

３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

理事長

理事

監事

（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成28年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 退職年月日 業績勘案率 前職

年 月

年 月

年 月

（注）

　当機構理事(１名)については、理事長を補佐し、機構の業務を統括掌理する任に当たる
ものであり、理事長と同等の能力を有する者を登用する必要がある。平成28年度の理事の
報酬は、当機構理事長の報酬を勘案しこれを13.1%下回る報酬で決定されているほか、公
表（総務省公表の「特殊法人等の役職員の給与等の水準(平成27年度)」)された平成27年
度の特殊法人等における法人の長及び監事を除く常勤役員の平均報酬額(18,867千円)よ
り23.6%低い水準となっている。
 これらを踏まえると、当機構の理事の報酬水準は妥当なものと考える。

　当機構の監事（非常勤）の報酬は、監事として職務遂行上必要となる実地監査や監事意
見書の作成等に要する日数などを勘案して決定されたものであり、特殊法人等のホーム
ページに公表された、平成27年度の非常勤監事の平均報酬額(4,124千円)の7分の1程度
の低い水準となっており、妥当なものと考える。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

支給額（総額）

    「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。

　役員の報酬水準については、国家公務員の指定職職員（本府省局長）の報酬水準又は
総務省の「特殊法人等の役職員の給与等の水準（平成27年度）」を基に、他の特殊法人
等における役員の年間平均報酬額と比較しても低い水準となっている。
　また、機構は保険事故が発生した場合の処理業務を迅速に行い、貯金者の保護と信用
秩序の維持に資することを目的とした貯金保険制度の運営主体であることから、機構の役
員（理事長、理事）は、金融業務、法令、制度等に係る知識を有し、かつ、これまでの豊富
な行政経験を有し機構の運営手腕に優れた者となっていること等から、当該機構の役員の
報酬として妥当な水準であると考える。

　当機構は、貯金保険制度を運営し、保険事故が発生した場合には、行政庁・系統機関
等の関係先とともに当該保険事故の処理業務を行い、もって信用秩序の維持に資すること
を目的としている。この目的を達するためには、法令・制度を熟知するとともに豊富な行政
経験を有し組織の運営手腕に優れた者を理事長として登用する必要があり、当機構では、
その報酬について国家公務員の指定職職員の報酬水準を比較考慮の対象とした上で決
定することとしている。平成28年度の理事長の報酬は、人事院公表資料による本府省局長
の給与例(17,653千円）を6.1%下回っているほか、公表（総務省公表の「特殊法人等の役
職員の給与等の水準(平成27年度)」)された平成27年度の特殊法人等における法人の長
の平均報酬額(25,175千円)より34.2%低い水準となっている。
 これらを踏まえると、当機構の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

法人での在職期間

    「前職」欄は、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であることを示す。

Ａ監事
（非常勤）

    「前職」欄は、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であることを示す。

監事
（非常勤）

理事長

Ｂ監事
（非常勤）

4月30日

5月1日

理事

理事

　「平成28年度年間報酬等の総額」については、項目ごと千円以下を四捨五入しているため、合計額と一致しない。
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５　退職手当の水準の妥当性について

区分

（注）

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

監事
（非常勤）

該当者なし

    「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。

　貯金保険制度を運営する当機構において、最も重要な任務は保険事故が発生した場合
の処理業務を的確に遂行することであるが、保険事故の態様はその時々の経済状況や当
該個別組合固有の事情により一様ではなく、かつ、いつ発生するか予め予測できる性質の
ものではない。
　また、当機構は、保険事故の発生がないときにおいても、万が一に備え、農協等関係機
関に対し、円滑・確実な保険事故の処理業務が行えるよう体制整備を促す等の業務を不
断に行うとともに、独自に保険事故処理に必要不可欠な高度の情報技術に基づく専用の
データシステムの開発・整備に係る業務などを継続して行っている。
　このほか、毎事業年度の保険料等収入・所要経費支出の残余は関係法令により責任準
備金に繰入れることとされている。
　このように、全体としてこれら貯金保険制度の運営に係る成果を把握し測定することにつ
いては困難な面がある。こうしたことから、当機構の役員報酬に業績給を導入することはな
じまないものと考える。

理事長

理事 該当者なし

該当者なし

２０歳 ５６歳２２４歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (
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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

　農水産業協同組合貯金保険機構職員給与規程に基づき、本俸及び諸手当（職務手当、
扶養手当、特別都市手当（国家公務員の地域手当相当）、住居手当、通勤手当、時間外
勤務手当、特別勤務手当、期末手当、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（本俸＋扶養手当＋特別都市手当＋役職加算
＋管理職加算）に、6月に支給する場合においては100分の122.5(部長、参事は102.5)を、
12月に支給する場合においては100分の137.5(部長、参事は117.5))を乗じ、さらに基準日
以前6か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（本俸＋特別都市手当＋役職加算＋管理職
加算）に、6月に支給する場合においては100分の85(部長、参事は105)を、12月に支給す
る場合においては100分の90(部長、参事は110)を乗じ、さらに基準日以前6か月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合及び直近の勤務成績による割合を乗じて得た
額としている。
　一般職の職員の給与に関する法律の改定（行政職（一））に準拠し、平成28年11月に俸
給表(平均0.2%の本俸の引上げ)及び勤勉手当支給率(年間1.60月分→1.75月分)（部長、
参事は2.0月分→2.15月分）を改定した。

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　職員の本俸は、農水産業協同組合貯金保険機構職員給与規程に基づき、職務の複雑
性、困難性及び責任の度合いに加え、勤務成績、能力、業務経歴等を考慮して決定して
いる。職員給与規程は、一般職の職員の給与に関する法律の改定（行政職（一））に準拠
して改定を行っている。
　職員の給与水準を検討するに当たって、類似した事業を実施している預金保険機構は、
業容・人員規模が当機構と異なるほか、その俸給表が国家公務員のうち行政職（一）と同
等であることを考慮し、標準的な職務が比較的同等と認められる国家公務員（行政職
（一））の水準を参考にした。平成28年国家公務員給与等実態調査及び人事院公表資料
（国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例：平成28年８月）によると、国家公務
員（行政職（一））の平均年齢は43.6歳(28年４月１日現在）、27年度の平均年間給与は
6,726千円となっている。
　人件費率、部門ごとの人件費の配分方法については当機構の業務内容等からみて特に
考慮すべき必要性があるとは考えていない（人件費は貯金保険制度運用に係る勘定（一
般勘定）にのみ計上しており、他の勘定では計上していない。）。

　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）

　農水産業協同組合貯金保険機構職員給与規程に基づき、担当する業務に係る勤務成
績が特に良好と認められる職員には、本俸の昇給号俸を加算する等、予算の範囲内で勤
務成績を昇給等に反映させている。
　平成27年度(12月支給分)から、勤勉手当制度を導入し、職員の勤務成績を賞与の一部
に反映させている。

　③ 給与制度の内容及び平成28年度における主な改定内容

 

５６歳２ ６０歳２人 ５人 １１人 ((千円)
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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

10 51.5 8,688 6,106 147 2,582
人 千円 千円 千円 千円

10 51.5 8,688 6,106 147 2,582
　

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 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。
             　 なお、職種区分の記載欄にあっては研究職、教育職において該当がないことから掲載を省略した。
    （注２）   任期付職員については、該当者が１名のため、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、
   　　　　  　人数以外記載していない。
             　 なお、職種区分の記載欄にあっては研究職、教育職において該当がないことから掲載を省略した。
    （注３）   再任用職員、非常勤職員については、該当がないことから掲載を省略した。

　　　　　

 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）  

     （注3）  

     （注4）  

     （注5）  

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員)〔在外職員、任期付き職員及び再任用職員を
除く。以下、④まで同じ。〕

　年齢バンド24～27歳及び44～47歳は該当者が１人であるため、当該個人に関する
情報が特定されることから、平均給与額については記載していない。

　年齢バンド24～27歳、44～47歳及び56～59歳は該当者が４人以下であるため、第
1・第3四分位折れ線グラフについては記載していない。

　 当機構の職員はすべて東京都区部勤務であるが、国は東京都区部勤務の職員
のみならず地方勤務の職員を含んでいる。

常勤職員

事務・技術

人員
総額

区分 うち賞与平均年齢

 年齢バンド20～23歳、28～31歳、32～35歳、36～39歳、40～43歳及び48～51歳に
ついては、該当者がいない。

任期付職員

事務・技術

平成28年度の年間給与額（平均）

うち所定内

0

2

4

6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳 40-43歳 44-47歳 48-51歳 52-55歳 56-59歳

人千円
年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人員

平均年間給与額

年間給与額の第１四分位

年間給与額の第３四分位

国の平均年間給与額

２０歳 ５６歳２２４歳 ６（２人 ５人 １(千円)
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③　職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員)

平均
人 歳 千円 千円

1 － －

4 56.5 9,817

3 50.8 8,364

1 － －

0 － －

1 － －

     （注1）  

     （注）   本部部長については、該当者が２名のため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」以下の事項について記載していない。　

     （注2）  

     （注3）  

         最高～最低

         最高～最低

部　 長

参　 事

   なお、職位について参事は本部課長、副参事は本部課長補佐、主幹は本部係
長、主事は本部主任、職員は本部係員に相当したものとなる。

分布状況を示すグループ 平均年齢人員

副参事

④ 賞与（平成28年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（６月）

主   幹 

一般
職員 40.4

年間給与額

最高～最低

～

～

～

～

～

～

39.7

％

管理
職員

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

％ ％

％

40.0

   部長、主幹及び職員については、該当者が１人のため個人に関する情報が特定さ
れることから、「平均年齢」以下の事項について記載していない。

％

％

54.0

45.6

54.4

％

53.5

％

％

計冬季（１２月）

％

区分

   参事及び副参事については、該当者が４人以下のため個人に関する情報が特定
されるおそれのあることから、「最高給与額」及び「最低給与額」について記載してい
ない。

46.046.5

一律支給分（期末相当）

職   員 

主   事 

％

60.0

43.2　～　38.8

％

％

％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

％ ％

48.1　～ 38.4

59.6

　48.6～38.3 47.7　～　38.5

％

41.1　～ 38.7　43.5～38.6

一律支給分（期末相当）

％

60.3

２人 ５人 １１人 ９人２人 ５ １１人 ９人２人 ５ １１人 ９人２人 ５ １１人 ９人２人 ５ １１人 ９人
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３　給与水準の妥当性の検証等
　

○事務・技術職員

・年齢勘案 110.5

・年齢・地域勘案 95.0

・年齢・学歴勘案 108.7

・年齢・地域・学歴勘案 94.9

   農水産業協同組合貯金保険機構は、国や役職員の報酬・給与等の公表対
象となっている他の多くの法人と異なり、出先事務所を持たず、東京都区部に
本部事務所のみを置く専門性の高い法人であるため、給与水準の比較を実
施する上では、年齢・地域・学歴を勘案した指標（94.9）によることが実態を示
すと考えられる。
 　なお、当機構は、対国家公務員指数の比較対象者が少ないこと（定員18
名、比較対象者10名）から、比較対象者の高齢化による年齢階層毎の平均
給与の上昇や人事交流等による職員構成の変化によって、指数が大きく変
動する。

③高い管理・専門職割合と判断・責任
   当機構では農水産業協同組合の破綻処理を担うことから、突発的な緊急事
態に対応し、短期間のうちに、倒産法制の下で、その処理を終了させなけれ
ばならず、高度な専門的知識に基づく正確な判断が必要とされ、迅速かつ責
任ある職務執行が求められている。
　 このような業務遂行上の要請から、判断と責任を伴うマンパワーで処理する
重要業務が中心となっているため、当機構の職員構成は少数精鋭の管理・
専門職主体となっている。

 ②学歴構成
　 農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に
係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停
止した場合に必要な保険金等の支払い及び貯金等債権の買取りを行うほ
か、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、
管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の業務を行い、
もって信用秩序の維持に資している。
　 これらの業務に携わるためには、金融業務及び倒産法制について高度な
専門知識と高い能力が求められていることから、大卒以上の割合が高く、それ
が給与に相応に反映されたものと考えている。

①勤務地
   当機構は、地方勤務の職員が相当数を占める国と異なり、唯一の事務所が
東京都区部に所在するため、職員全員が東京都区部を勤務地としており、東
京都区部に勤務する職員に支給される特別都市手当（国の地域手当と同じ
性格）の支給割合が100%となっている。

国に比べて給与水準が高く
なっている理由

内　　容

対国家公務員
指数の状況

項　目
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＜参考＞

【累積欠損額　　0円（平成27年度決算（一般勘定））】

【管理職の割合　　50.0%（比較対象職員10名中5名）】

【支出総額に占める給与支給総額の割合　0.4%】

 （ 支出総額 48,663,207千円、給与支給総額　185,988千円　平成27年度決算）

【検証結果】

（法人の検証結果）

講ずる措置

　破綻処理を担うために、金融業務及び倒産法制について高度な専門知識
と高い能力を持った人材を確保する必要があるため、管理職、大卒以上の職
員の割合が高い。
　しかし、支出総額に占める給与総額は0.4%と低く、国からの財政支出や累
積欠損はない。
　今年度の給与水準の対国家公務員の比較指標（年齢・地域・学歴勘案）
は、前年度と比較して概ね横ばいで推移しており、引き続き国家公務員を下
回る水準となっている。

（主務大臣の検証結果）

　給与水準（年齢・地域・学歴勘案の指数）は、国家公務員より低い水準であ
り、当該法人の給与は国家公務員に準拠した給与規定に基づき支給されて
いることから、適切な水準にあると考える。
　なお、年齢勘案及び年齢・学歴勘案の指数が100.0を超えているのは、職
員全員が東京都特別区勤務であること及び大卒以上の者の割合が高いため
である。

　　国家公務員・行（一）　　　　　   55.8％

　（注）　国家公務員・行（一）の数値は、平成28年 国家公務員給与等実態調査資料による。

　　国家公務員・行（一）　　　　　　30.4％

　　貯金保険機構　　　　　　　　 　　60.0％

　　貯金保険機構　　　　　　　　　100.0％

●東京都区部に勤務する職員の割合の比較

給与水準の妥当性の検証

　　　　　貯金保険機構は、平成28年度実績による。

　

 （ 国からの財政支出額   0円、支出予算の総額　24,264,078千円
   平成28年度予算 ）

  平成28年度における給与水準の比較指標（年齢・地域・学歴勘案）は、94.9
となっており、今後とも給与の改定に当たっては、一般職の職員の給与に関
する法律の改定を踏まえ、国家公務員給与との間に大きな格差が生じないよ
うにするなど、現在の給与の支給水準を維持することとしたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　　　0％】

【大卒以上の高学歴者の割合　　60.0%（比較対象職員10名中6名）】

●国との大学卒業者割合の比較

国に比べて給与水準が高く
なっている理由
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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

 

Ⅲ　総人件費について

前年度
（平成27年度）

当年度
（平成28年度）

千円 千円

185,988 183,232
(A)

千円 千円

1,217 21,945
(Ｂ)

千円 千円

15,589 14,768
(Ｃ)

千円 千円

33,693 34,719
(D)

千円 千円

236,487 254,663

総人件費について参考となる事項

◎最広義人件費の増減要因

◎

Ⅳ  その他
特になし

①　役員の退職手当の額は、在職期間１月につき退職の日における本俸月額に100分の12.5の割合を
乗じて得た額に、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額に、平成25
年10月1日から平成26年6月30日までは100分の92の割合を乗じて得た額とし、平成26年7月1日以降
は100分の87の割合を乗じて得た額とした。

②　職員の退職手当の額は、退職の日における本俸月額に勤続年数に応じた割合を乗じて得た額で
あるが、その上限額について、平成25年10月1日以降、本俸月額の55月から49月に引き下げた。

非常勤役職員等給与

最広義人件費

福利厚生費

①退職手当支給額
　　前年度比20,728千円(1,703.2％)の増加については、勤続期間が長い者（定年退職１名、自己都合
１名）が退職したことが要因である。
②非常勤役職員等給与
   前年度比821千円(5.3%)の減少については、臨時業務の終了に伴う人材派遣会社への支払額が減
少したことが要因である。
③福利厚生費用
   前年度比1,026千円（3.0%）の増加については、社会保険料（健康保険・介護保険(4.9074%→
5.3401%)、厚生年金(8.914%→9.091%)）の支払額が増加したことなどが要因である。

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　１の③のとおり、賞与の一部について国家公務員の勤勉手当に準拠した業績給の仕組
み（勤勉手当）を導入しており、継続して実施することとしている。

国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、国家公
務員の退職手当制度の改正に準じて、以下の措置を講じた。

退職手当支給額

〇　22歳（大卒初任給、独身）
　月額 191,500円　年間給与　3,121,450円

〇　35歳（主事、配偶者・子１名）
　月額 351,343円　年間給与　5,797,677円

〇　45歳（主幹、配偶者・子２名）
　月額 468，722円　年間給与　7,829,050円

区　　分

給与、報酬等支給総額
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