
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人京都教育大学の役職員の報酬・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

　　　国立大学法人京都教育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、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

　　俸給月額を参考とした。

　　　役員報酬のうち期末特別手当について、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う

　　業績評価の結果及び大学の財務状況等により増減を要する必要があると認める場合は、

　　各役員の担当業務の遂行を総合的に勘案し、学長が経営協議会の議を経て、期末特別

　　手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し、または減額することができることとしている。

法人の長 　　　　　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。

理事 　　　　月額については、国立大学法人京都教育大学役員報酬規程に則り、基本給

　　　　（学長：965,000円、理事：761,000円、706,000円）に地域手当、通勤手当、

　　　　単身赴任手当を加算して算出している。期末特別手当についても、国立大学

　　　　法人京都教育大学役員報酬規程に則り、基本給の月額に地域手当を加算した

　　　　額と基本給に地域手当を加算した額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の

　　　　月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては

　　　　100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に

　　　　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。

理事（非常勤） 該当者なし

監事 該当者なし

監事（非常勤）　　　　　　国立大学法人京都教育大学役員報酬規程に則り、非常勤役員手当

　　　　　（月額100,000円）を支給している。

  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

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方



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

17,332 11,406 4,700
1,140

85
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

13,686 8,995 3,707
899
85

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

13,601 8,995 3,707 899 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

13,266 8,344 3,439
834
648

（地域手当）
（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

1,200 1,200

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200 ※

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。

法人の長

A理事

B理事

前職
その他（内容）

C理事

役名

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

監事

就任・退任の状況



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 　　　　京都教育大学は教員養成を主たる役割とする単科大学として、学芸についての

　　　深い研究と指導とをなし、教養高き人としての知識、情操、態度を養うことを社会的
　　　使命としており、地域に密接して教員養成の中心的な役割を担うなど機能強化を
　　　学長のリーダーシップの下、推進している。
　　　　そうした中で、京都教育大学の学長は職員数約360名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。
　　　　京都教育大学では、役員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が、学長及び学長を補佐する理事の職務内
　　　容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年度
　　　における業績評価の結果を勘案したものとしている。

　　　　こうした職務内容の特性や国家公務員指定職の俸給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。

理事（非常勤） 該当者なし

監事 該当者なし

監事（非常勤）　　　　監事の報酬は学長及び理事と同様にその職務内容の特殊性や、一般職の

　　　職員の給与に関する法律を勘案し決定しており、その報酬水準は妥当であると

　　　考えられる。

【文部科学大臣の検証結果】

　　　　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

　　　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

10,904
(46,039)

9
(42)

0
(2)

R2.3.31 1.0

千円 年 月

3,821
(22,532)

4
(23)

0
(0)

R2.3.31 1.0

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「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

注２：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。

理事A

監事
（非常勤）

法人の長

監事

法人での在職期間



　
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】

　　　　　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。　　　

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　　　　　役員報酬のうち期末特別手当について、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う

　　　　業績評価の結果及び大学の財政状況等により増減を要する必要があると認める場合は、

　　　　各役員の業務の遂行を総合的に勘案し、学長が経営協議会の議を経て、期末特別手当の

　　　　額の100分の10の範囲内でこれを増額し、または減額することができることとしており、

　　　　今後も継続の予定である。

該当者なし

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。

監事
（非常勤）

判断理由
　当該学長は役員在任期間中（平成２３年４月１日～令和２年３月３１日）、中期目標及びミッションの達成に尽力し、

教員養成段階の教育や学生及び現職教員を支援する機能を一体化した教職キャリア高度化センター、教育臨床心

理及び特別支援教育に関する教育・研究や相談活動等の支援を行う総合教育臨床センターを設置し、教育を通じ

た地域創生のためのセンター機構再編を行う等、本学の運営及び研究推進に貢献した。

　当該学長の業績勘案率については、これらの学長としての取り組み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。

　当該理事は総務・企画担当として、役員在任期間中（平成２８年４月１日～令和２年３月３１日）、中期目標及びミッ

ションの達成に尽力し、現行の教職大学院の実績と蓄積を活かすとともにさらに機能強化した教職大学院への改組

準備、附属学校園の役割の一層の明確化と研究校としての質的向上のための附属学校園の改組準備を行う等、本

学の運営及び研究推進に貢献した。

　当該理事の業績勘案率については、これらの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。

法人の長

理事A



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

　　京都教育大学の給与水準を検討するにあたって、法人の運営活動に必要な経費の
　大部分を運営費交付金に依拠していることや法人の業務実績及び社会一般の情勢等に
　適合したものとなるようにするため、人事院勧告等を参考にしている。

　　職員の勤務成績に応じ、昇給、昇格及び勤勉手当の成績率の決定を行っている。

　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

　　　国立大学法人京都教育大学教職員給与規程に則り、基本給（本給、本給の調整額、
　　教職調整額）及び諸手当（管理職手当、職務付加等手当、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、超過勤務手当、休日給、
　　深夜手当、期末手当、勤勉手当、及び義務教育等教員特別手当）としている。
　　　期末手当については、期末手当基礎額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋役職加算額）
　　に100分の130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（基本給＋地域手当＋役職加算額）に勤勉手当
　　の支給要領に定める割合を乗じて得た額としている。
　　　なお、令和元年度では、令和元年12月17日施行、平成31年4月1日適用で以下の改正を
　　行った。（③のみ令和2年4月1日適用）
　　①本給表について若年層が在職する級号給を引き上げ（平均改定率0.1%）
　　②勤勉手当の年間支給割合について0.05月分引き上げ
　　③住居手当支給対象家賃額の引き上げ及び住居手当額の引き上げ

　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



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

282 45.3 7,742 5,585 110 2,157
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 40.2 5,841 4,249 91 1,592
人 歳 千円 千円 千円 千円

92 52.9 9,607 6,794 138 2,813
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 41.6 7,374 5,407 84 1,967
人 歳 千円 千円 千円 千円

76 42.9 7,349 5,380 110 1,969
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.3 4,525 3,775 112 750
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.2 4,169 3,479 79 690
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.5 4,881 4,071 145 810
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

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：区分の「在外職員」「任期付職員」「非常勤職員」については、該当者がいないため省略した。
注３：職種の「医療職種（病院医師）」「医療職種（病院看護師）」については、該当者がいないため省略した。
注４：「技能・労務職種」とは調理師である。
注５：「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６：「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７：「その他医療職種（医療技術職員）」とは栄養士である。
注８：常勤職員の「技能・労務職種」及び再任用職員の「教育職種（附属義務教育学校教員）」は該当者が2名、
　　　常勤職員の「医療職種（医療技術職員）」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
　　　おそれのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（附属高校教員）

再任用職員

総額
人員

医療職種
（医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属高校教員）

平均年齢

事務・技術

区分

技能・労務職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

うち賞与うち所定内
令和元年度の年間給与額（平均）

常勤職員



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：年齢28歳～31歳及び56～59歳の該当者は4人であるため、当該個人情報に関する情報が特定される

　　　おそれのあることから、年間給与額の第1・第3四分位については表示していない。

注：年齢32歳～35歳の該当者は2人であるため、当該個人情報に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　記載を省略した。

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。〕

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

人千円

0

2

4

6

8

10

12

14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

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

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人千円



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

7 53.8 8,239 8,624 ～ 8,079
9 51.4 7,209 7,821 ～ 6,640

25 42.1 5,950 7,681 ～ 4,875
7 35.5 5,249 5,905 ～ 4,756

17 27.7 3,868 4,949 ～ 3,440

注：本学では平成18年8月1日からグループ制を導入し、「グループリーダー」は課長補佐相当、「主査」は係長相当、

　　「スタッフ」は係員相当である。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

54 57.4 10,317 11,881 ～ 8,346
34 47.5 8,438 9,254 ～ 7,141
4 37.0 6,790 ～

注：講師の該当者は4名のため、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、年間給与額の

　　最高額及び最低額は記載していない。

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

58.5 56.3 57.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.5 43.7 42.6

％ ％ ％

         最高～最低 41.8～40.1 45.1～40.0 43.5～40.5

％ ％ ％

57.7 56.8 57.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.3 43.2 42.7

％ ％ ％

         最高～最低 44.3～38.4 45.1～40.2 43.5～40.1

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

57.9 57.3 57.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.1 42.7 42.4

％ ％ ％

         最高～最低 44.3～40.6 45.3～41.4 43.6～41.0

％ ％ ％

57.5 56.7 57.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.5 43.3 42.9

％ ％ ％

         最高～最低 44.3～40.3 45.1～41.3 43.5～40.1

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））

一律支給分（期末相当）

人員
（最高～最低）

区分

管理
職員

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

人員 平均年齢
年間給与額

分布状況を示すグループ

千円

区分

管理
職員

教授

准教授

講師

一律支給分（期末相当）

課長

グループリーダー

主査

主任

スタッフ

分布状況を示すグループ

④賞与（令和元年度）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

一般
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○教育職員（大学職員）と国家公務員との給与水準の比較指標　99.4

注：上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和元年度の

　　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。

（参考）対他法人　103.8

４　モデル給与
Ⅰ事務・技術職員（扶養親族がいない場合）

〇２２歳（大卒初任給）

　月額　182,200円　　年間給与　2,734,335円

〇３５歳（主任）

　月額　293,150円　　年間給与　4,926,360円

〇５０歳（グループリーダー）

　月額　403,260円　　年間給与　6,843,174円

Ⅱ教育職員（大学教員）（扶養親族がいない場合）

〇２７歳（博士修了初任給）

　月額　291,400円　　年間給与　4,369,545円

〇３５歳（講師）

　月額　405,020円　　年間給与　6,888,846円

〇５０歳（教授）

　月額　526,790円　　年間給与　9,069,394円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者・父母等１人につき6,500円、子１人につき10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員の勤務成績に応じ、昇給、昇格及び勤勉手当の成績率の決定を行っている。

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　　104.4

・年齢・地域勘案　　　　　　　　96.9

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　90.5

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　91.7

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後も全体的な抑制を図りながら適正な給与水準を維持するよう努める。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　75.6％】
（国からの財政支出額　4,349,324千円、支出予算の総額　5,747,924千円：
令和元年度予算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合が高いものの累積欠損は
ない。
給与水準については、対国家公務員指数を下回っていることからも、適切な
水準であると考える。

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 96.5

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

（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。



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
A給与、報酬等支給総額

　　給与規程等の改定により本給等が引き上げとなったが、退職者の後任補充の抑制等により

　前年度比98.9％となった。

B退職手当支給額

　　役員の任期満了者があったことや定年退職者の増加により、前年度比119.0％となった。

C非常勤役職員等給与

　　教職員の育児休業等取得や退職者の後任補充の抑制等により、非常勤教職員の雇用に係る

　人件費が増加し、前年度比105.3％となった。

最広義人件費

　　退職手当支給額及び非常勤役職員等給与の増加により、前年度比100.9％となった。

「公務員の給与改定に関する取り扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

以下の措置を行った。（平成30年1月1日施行）

　・役職員の退職手当基本額の調整率を87/100から83.7/100に引き下げた。

　・役職員の退職手当支給率の上限を49.59から47.709に引き下げた。

Ⅳ　その他

特になし

区　　分

給与、報酬等支給総額
2,883,863 2,826,675

退職手当支給額
369,634 328,531 210,808 250,911

2,754,245 2,724,315

376,514 390,642 423,358 445,975

3,860,253 3,895,2154,014,752

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
4,101,713

471,702 468,904
福利厚生費

471,842 474,014

非常勤役職員等給与


