
 

役員報酬等の支給基準について 

 

１ 役員の報酬等の支給基準の決定手続き 

 

 

 

法   人：①役員報酬等の基準を定め、市長に届出。公表（法第 48条第 2項） 

【考慮すべき事項】 

・役員の業績 

・国及び地方公共団体の職員の給与 

・他の地方独立行政法人の役員の報酬等 

・民間事業の役員の報酬等 

・地方独立行政法人の業務の実績 

・その他の事情 

 

市   長：②役員報酬等の基準を評価委員会に通知（法第 49条第 1項） 

 

評価委員会：③役員報酬等の基準が、社会一般の情勢に適合したものであるかについて、市長に 

意見を申出（法第 49条第 2項） 

【考慮すべき事項】 

・社会一般の情勢への適合 

 

 

○ 決定手続（法第 56条第 1項で準用する第 48条及び第 49条） 
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役員報酬等に関する法規定（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ２ 

○地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 

(役員の報酬等) 

第４８条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第

５６条第１項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなけれ

ばならない。 

２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団

体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行

政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中

期計画の第２６条第２項第３号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければな

らない。 

 

(評価委員会の意見の申出) 

第４９条 設立団体の長は、前条第２項の規定による届出があったときは、その届出に係る

報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の

基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意

見を申し出ることができる。 

 

(準用) 

第５６条 第４８条及び第４９条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について

準用する。この場合において、第４８条第３項中「実績及び認可中期計画の第２６条第２

項第３号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。 

２ 第５０条第１項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。 



２ 役員報酬等の支給基準（案）について 

 

地方独立行政法人堺市立病院機構役員報酬等の支給基準（案） 

役員名 報酬等の種類 役員報酬の額等 備考 

理事長（常勤） 

年   俸 18,000,000円 以下で理事長が定める 

 
月例年俸（年額） 12,180,000円以下 月額 1,015,000円以下 

業績年俸（年額） 5,820,000円以下 (20%の範囲内で増減) 

通勤手当 職員の例による  

退職手当 支給しない  

副理事長（常勤） 

年   俸 16,500,000円 以下で理事長が定める 

 
月例年俸（年額） 11,160,000円以下 月額  930,000円以下 

業績年俸（年額） 5,340,000円以下 (20%の範囲内で増減) 

通勤手当 職員の例による  

退職手当 支給しない  

理事（常勤） 

年   俸 12,000,000円 以下で理事長が定める 

 
月例年俸（年額） 8,100,000円以下 月額  675,000円以下 

業績年俸（年額） 3,900,000円以下 (20%の範囲内で増減) 

通勤手当 職員の例による  

退職手当 支給しない  

監事（非常勤） 

基本報酬 月額 50,000円  

旅費 

勤務日数に応じた、

通勤に要する費用

相当額 

 

その他の役員 

（非常勤） 

基本報酬 日額 30,000円  

旅費 

勤務日数に応じた、

通勤に要する費用

相当額 

 

※ 職員を兼務する場合は、役員報酬を支給せず、職員の規定により給与を支給する。 

 

 

                     ３ 



３　先行事例における役員等報酬 （単位：円）

役職 国 大阪府 京都市 神戸市 福岡市 泉佐野市 堺市

年収 25,839,000 24,785,785 25,870,680 23,180,950 15,088,700 21,912,660

ｶｯﾄ等
月給､賞与30%ｶｯﾄ､退職手当
50%ｶｯﾄH26.3まで

月給､賞与10%ｶｯﾄH24.3まで
月給20%ｶｯﾄ､賞与10%+加算額
2/3ｶｯﾄH24.3まで

月給40%ｶｯﾄH27.4まで

年収 20,314,800 19,614,650 20,366,280 18,544,760 12,983,300 18,229,860

ｶｯﾄ等
月給20%､賞与15%､退職手当
20%ｶｯﾄH26.3まで

副市長は月給､賞与5%ｶｯﾄ
H24.3まで

月給15%ｶｯﾄ､賞与7%+加算額
2/3ｶｯﾄH24.3まで

月給35%ｶｯﾄH27.4まで

年収 19,445,400 18,230,800 19,015,200 17,254,150 10,378,800 15,903,000

ｶｯﾄ等 月例報酬30%ｶｯﾄ H24.3まで

年収 17,118,600 16,765,825 17,347,200 15,789,175 9,709,200 14,229,000

ｶｯﾄ等 月例報酬30%ｶｯﾄ H24.3まで

年収 15,456,600 15,626,400 15,512,400 14,324,200 9,207,000 13,057,200

ｶｯﾄ等 月例報酬30%ｶｯﾄ H24.3まで

※年収は、報酬規程ベースで、業績評価、給与カット等を考慮せずに計算。計算はすべて概算

※福岡はｶｯﾄなし
※泉佐野市長はH23.6支給分市長の賞与は273,480円ｶｯﾄ、副市長の賞与は219,632円ｶｯﾄ
※堺市長の退職手当H25.10.7まで支給しない。副市長の退職手当任期満了まで支給しない。

（単位：円）

役職 国立病院機構 大阪府立病院機構 京都市立病院機構 神戸市民病院機構 福岡市立病院機構 りんくう医療センター 堺市立病院機構

賞与(業績評価) ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±20% ±20%

退職手当･評価業績 ○±20% × ○±20% × ○±0 ○±20% ×

年収 21,893,240
19,220,400

ｶｯﾄ後[18,950,000]
19,000,000以下

(18,000,000)
19,322,640以下

(18,220,000)
15,558,400 16,823,700 18,000,000以下

退職手当 1,806,000 0 1,662,500 3,264,000 1,005,000 0

定数等 1名、役員報酬支給 1名、役員報酬支給 1名、役員報酬支給 1名、役員報酬支給 1名、院長給与支給 1名、役員報酬支給
1名、役員報酬支給(兼務の
場合は職員給与支給)

年収 19,274,800
15,679,800

ｶｯﾄ後[15,460,000]
規定なし(不在) 日額 30,000 14,002,560 12,605,220 16,500,000以下

退職手当 1,590,000 0 2,937,600 753,000 0

定数等 1名、役員報酬支給 1名、欠員 規定なし 1名、非常勤 1名、院長給与支給 1名、院長給与支給
1名、役員報酬支給(兼務の
場合は職員給与支給)

年収 16,674,520
18,000,000以下

(17,000,000)
19,322,640以下

(18,220,000)
11,348,480 12,000,000以下

退職手当 1,375,500 1,575,000 2,380,800 0

年収 14,000,000以下(12,500,000) 19,322,640以下(18,220,000) 11,348,480 12,000,000以下

退職手当 1,225,000 2,380,800 0

理事 定数等 常勤理事5名以内
6名以内、職員給与支給
(全員常勤職員)

9名以内、役員報酬支給 8名以内、職員給与支給 7名以内、職員給与支給 5名以内、職員給与支給
5名以内、役員報酬支給(兼
務の場合は職員給与支給)

理事(非常勤) 定数･報酬 常勤理事とは別に8名以内 理事に含む　月額 50,000 理事に含む　日額 30,000 理事に含む　日額 30,000 理事に含む　日額 30,000 理事に含む　月額 50,000 理事に含む　日額 30,000

監事 定数･報酬 2名以内 2名以内 月額 50,000 2名以内 月額 50,000 2名以内 日額 30,000 2名以内 日額 30,000 2名以内 月額 50,000 2名以内 月額 50,000

※報酬について、年俸制を導入しているのは、機構名称が網掛けの団体、国立病院機構、京都市立病院機構。堺市もこれに同じ
※賞与支給時においては、年俸（年収）の額にかかわらず10～20%の範囲内で増減し、業績評価を反映している。国、京都、福岡、りんくう、堺市は20%の増減
※年収は、役員報酬規程ベースで、業績評価を考慮せずに計算。大阪府は給料2%ｶｯﾄを実施中で、[　]内ｶｯﾄ後金額。京都、神戸は、上限規定であり(　)内は、実支給額ﾍﾞｰｽで計算。計算はすべて概算
※退職手当の○×は、退職手当の支給の有無。在職期間を1年(12月)間と仮定して計算。堺市は支給しない。
※職員兼務時の報酬は、京都市立病院機構では、役員報酬のみを支給。大阪府、神戸、りんくうでは職員規程でのみ支給。堺市も職員規程でのみ支給
　国立病院機構では職員給与に加えて、職員としての給料月額の１０％を加算支給。福岡市立病院機構では職員給与に加えて、非常勤役員手当（日額30,000円）を加算支給
※理事の定数は、国以外は、常勤理事・非常勤理事の区別に関係なくそれぞれの定数となっている。 - ４ -

理事
(医師以外)

理事(医師)

理事長

副理事長

知事(市長)

副知事(副市長)

議長

副議長

議員

※神戸市長の退職手当は基礎額10%+支給割合10%ｶｯﾄ､副市長の退職手当は基礎額10%+支給割合10%ｶｯﾄH20.4から実施中。議員は月例報酬10%+役職加算ｶｯﾄ25%ｶｯﾄH24.3まで
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