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役員の報酬・退職手当の支給基準（案）について

１ 地方独立行政法人法の規定

必要な手続
法人が支給基準を定め、市長に届け出るとともに公表する。

市長は評価委員会にその旨を通知し、評価委員会は意見があれば申し出る。

考慮事項

・役員の業績を考慮

・国及び地方公共団体の職員給与、他の法人及び民間事業の役員報酬、

法人の業務実績などを考慮

２ 役員報酬の支給基準（案）

（１）常勤役員

区分 報酬（年額） 期末手当 退職手当 備考

理事長 6,000,000 円

なし なし
職員給与規程に
基づく通勤手当
を別途支給

副理事長（学長） 9,500,000 円

常任理事 5,500,000 円

理事（副学長） （職員給与規程に基づき、管理職手当を含む各種手当を支給）

※理事が職員を兼ねる場合は、職員給与規程に基づく管理職手当を別途支給する。

※副学長など、職員から引き続き役員となった者が退職する場合は、職員の退職手当規程

に基づき支給

（２）非常勤役員

区分 報酬（日額） 期末手当 退職手当 備考

理事・監事 30,000 円 なし なし 旅費規程に基づき交通費を別途支給

３ （参考）旧長野大学の役員報酬

区分 報酬月額 期末手当
年額

（月額×12＋期末）
退職手当 備考

理事長 300,000 円 1,116,800円
（約 3.7 月相当）

4,716,800 円

報酬月額
×

在職年数

非常勤

理事（学長） 650,000 円 1,861,950円
（約 2.9 月相当）

9,661,950 円

常任理事 400,000 円 1,575,000円
（約 3.9 月相当）

6,375,000 円

理事（副学長） （役員報酬対象外：職員給与と管理職手当を含む各種手当を支給）

非常勤理事・監事 ― なし 240,000 円 なし 年額制
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○報酬額

【理事長】（私立→公立化の大学・学生同規模の文系大学 ※理事長・学長一体型の大学は除く）

大学名 報酬月額 期末手当 年額 備考

高知工科 515,000 2,202,912 8,382,912

名桜
300,000
（非常勤）

1,260,000 4,860,000
規程に明記されておらず、正確な

ところは不明

静岡文化芸術 523,000 2,388,802 8,664,802

長岡造形 759,000 2,823,480 11,931,480

青森公立 635,000 2,286,000 9,906,000

【学長】（私立→公立化の大学・学生同規模の文系大学 ※理事長・学長一体型の大学は除く）

大学名 報酬月額 期末手当 年額 備考

高知工科 － － 17,900,000 年俸制

名桜 776,000 3,259,200 12,571,200
規程に明記されておらず、正確な

ところは不明

静岡文化芸術 1,046,000 4,701,770 17,253,770

長岡造形 759,000 2,823,480 11,931,480

青森公立 842,500 3,033,000 13,143,000

【常任理事】（類似の役職名の理事がいる大学）

大学名 役職名 報酬月額 期末手当 年額 備考

山口県立 専務理事 － － 5,600,000 年俸制

九州歯科 常務理事 － － 6,800,000 年俸制（業務実績に応じて増減あり）

福岡女子 常務理事 － － 6,800,000 年俸制（業務実績に応じて増減あり）

【非常勤理事・監事】（私立→公立化の大学・学生同規模の文系大学）

大学名 金額 大学名 金額

高知工科 日額 50,000 福知山公立 日額 30,000

名桜 日額 20,000 青森公立 日額 25,000

静岡文化芸術 日額 34,900 新潟県立 日額 30,000

公立鳥取環境 日額 25,300 尾道市立 日額 30,000

長岡造形 年額 200,000

参 考

（円）

（円）

他の公立大学の例（公立大学協会の資料及び各大学の規程より）

（円）

（円）
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【理事 兼 副学長】（私立→公立化の大学・学生同規模の文系大学）

大学名 適用規程 本給 副学長手当 備考

高知工科
職員給与
（年俸制）

816,666 150,000
年俸 1,400 万円の 7 割が基本給、3割
が期末手当に相当する。

名桜 職員給与 529,930 80,000

静岡文化芸術 職員給与 ※ 133,600 ※職員としての給料表による。

鳥取環境 役員報酬 500,000 なし
理事を兼ねない副学長は職員給与＋
管理職手当あり

長岡造形 （副学長が不在）

福知山公立 役員報酬 500,000 なし

青森公立 （副学長が不在）

新潟県立 役員報酬 883,333 なし 年俸 1,060 万円

尾道市立 職員給与 ※ 月額×15/100 ※職員としての給料表による。

副学長が理事を兼ねる大学一覧（上表を除く）

役員報酬を支給している大学 職員給与と副学長の手当を併給する大学

大学名 報酬額 大学名 副学長の手当額

公立はこだて 651,600 青森県立保健 66,400

札幌市立 817,000 岩手県立 121,210

秋田県立 823,529 秋田公立美術 93,500

国際教養 1,208,332 福島医科 132,397

会津 756,000 茨城医療 106,900

首都大学東京 936,000 高崎経済 115,737

都留文科 926,000 前橋工科 74,367

福井県立 581,937 埼玉県立 124,100

大阪市立 1,076,667 神奈川保健福祉 132,866

兵庫県立 894,000 新潟看護 120,400

北九州市立 1,054,622 富山県立 85,072

熊本県立 834,000 愛知県立 108,950

愛知芸術 108,950

京都府立 124,600

神戸市立看護 なし

島根県立 133,600

県立広島 135,000

広島市立 （不明）

香川保健医療 98,200

高知県立 96,200

（円）

（円）
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○期末手当 （月額×役職加算割合×支給率で算出）

大学名 役職加算割合
6月・12 月

支給率計
備考

高知工科 145／100 295／100

名桜 （国家公務員の例による）

静岡文化芸術 145／100 310／100 （業績評価に応じて 10％増減可能）

公立鳥取環境 145／100 279／100

長岡造形 120／100 310／100

福知山公立 120／100 350／100

青森公立 120／100 300／100

新潟県立 ― ―

尾道市立 100／100 410／100 1.5％の減額あり

○退職手当

大学名 計算式 備考

高知工科 （非公表）

名桜 （国家公務員の例による）

静岡文化芸術 月額×在職年数×100／100 （業績評価に応じて 10％増減可能）

公立鳥取環境 月額×在職年数×100／100 （業績評価に応じて増減可能）

長岡造形 月額×在職月数× 35／100

福知山公立 月額×在職年数×100／100

青森公立 月額×在職月数×12.5／100

新潟県立 ―

尾道市立 ―


