正

案

第六章

現

−

−

−

一条の二第一項に規定する拠出金︵以下﹁退職者給付拠出金﹂という︒

という︒︶︑国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶第八十

八十号︶第五十三条第一項に規定する拠出金︵以下﹁老人保健拠出金﹂

４ 組合は︑前項に定めるもののほか︑老人保健法︵昭和五十七年法律第

２・３ ︵略︶

第三条 ︵略︶

︶︑介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶第百五十条第一項に規定

一条の二第一項に規定する拠出金︵以下﹁退職者給付拠出金﹂という︒

という︒︶︑国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶第八十

八十号︶第五十三条第一項に規定する拠出金︵以下﹁老人保健拠出金﹂

４ 組合は︑前項に定めるもののほか︑老人保健法︵昭和五十七年法律第

２・３ ︵略︶

第三条 ︵略︶

行

︵傍線の部分は改正部分︶

費用の負担︵第九十九条 第百二条︶

第一章〜第五章 ︵略︶

目次

◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻公布日及び平成十六年十月一日施行分︼

改

︵第一条関係︶

目次
費用の負担︵第九十九条 第百二条︶

第一章〜第五章 ︵略︶
第六章
地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金︵第

第七章〜第九章 ︵略︶

第六章の二
第七章〜第九章 ︵略︶

附則

百二条の二 第百二条の五︶
附則

︶︑介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶第百五十条第一項に規定

する納付金︵以下﹁介護納付金﹂という︒︶及び国民年金法︵昭和三十

︵設立及び業務︶

する納付金︵以下﹁介護納付金﹂という︒︶及び国民年金法︵昭和三十

四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出

︵設立及び業務︶

四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出

金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶の納付に関する業務を行う︒
５ ︵略︶

金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶の納付並びに第百二条の二に規
定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う︒
５ ︵略︶
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第二十一条 ︵略︶

︵設立及び業務︶
第二十一条 ︵略︶

︵設立及び業務︶

一 長期給付︵第七十二条第一項に規定する長期給付をいう︒以下同じ

２ 連合会の業務は︑次に掲げるものとする︒

一 長期給付︵第七十二条第一項に規定する長期給付をいう︒以下同じ

︒︶の事業に関する業務︵基礎年金拠出金の納付に関する業務を含む

連合会の業務は︑次に掲げるものとする︒
︒︶の事業に関する業務︵基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二

︒︶のうち次に掲げるもの

２

に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法︵昭和
三十七年法律第百五十二号︶第百十六条の二に規定する財政調整拠出

イ ︵略︶

金の受入れに関する業務を含む︒︶のうち次に掲げるもの
イ ︵略︶

ロ 長期給付に要する費用︵基礎年金拠出金の納付に要する費用を含

ヘ

︵略︶

ハ〜ホ ︵略︶

む︒︶の計算

ロ 長期給付に要する費用︵基礎年金拠出金の納付及び第百二条の二
に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用を含む︒︶の計算
ハ〜ホ ︵略︶
へ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等
共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ
︵略︶

二 ︵略︶

ト
二 ︵略︶

３・４ ︵略︶

︵略︶

２ ︵略︶

八〜十一 ︵略︶

一〜七

第二十四条 ︵同上︶

︵ 定款 ︶

３・４ ︵略︶
︵ 定款 ︶
第二十四条 連合会は︑定款をもつて次に掲げる事項を定めなければなら
ない︒
一〜七 ︵略︶
八 第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
九〜十二 ︵略︶
財務大臣は︑第一項第七号及び第八号に掲げる事項について︑前項の

２ ︵略︶
３

規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするとき
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は︑あらかじめ︑総務大臣に協議しなければならない︒
︵長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用︶
第三十五条の二 連合会は︑政令で定めるところにより︑長期給付︵基礎
年金拠出金及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金を含む︒︶に充
てるべき積立金を積み立てなければならない︒
２ ︵略︶

︵長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用︶

第三十五条の二 連合会は︑政令で定めるところにより︑長期給付︵基礎

年金拠出金を含む︒︶に充てるべき積立金を積み立てなければならない︒
２ ︵略︶

による私立学校教職員共済制度の加入者︵以下﹁私学共済制度の加入者

員︑私立学校教職員共済法︵昭和二十八年法律第二百四十五号︶の規定

に規定する地方公務員共済組合︵以下﹁地方の組合﹂という︒︶の組合

合員の資格を取得したとき︑又は地方公務員等共済組合法第三条第一項

その月を一月として組合員期間を計算する︒ただし︑その月に︑更に組

２ 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは︑

第三十八条 ︵略︶

入者︵以下﹁私学共済制度の加入者﹂という︒︶︑厚生年金保険の被保

十八年法律第二百四十五号︶の規定による私立学校教職員共済制度の加

下﹁地方の組合﹂という︒︶の組合員︑私立学校教職員共済法︵昭和二

年法律第百五十二号︶第三条第一項に規定する地方公務員共済組合︵以

合員の資格を取得したとき︑又は地方公務員等共済組合法︵昭和三十七

その月を一月として組合員期間を計算する︒ただし︑その月に︑更に組

２ 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは︑

第三十八条 ︵略︶

︵組合員期間の計算︶

﹂という︒︶︑厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者︵

険者若しくは国民年金の被保険者︵国民年金法第七条第一項第二号に規

︵組合員期間の計算︶

国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く︒︶の

定する第二号被保険者を除く︒︶の資格を取得したときは︑この限りで
３・４ ︵略︶

ない︒

資格を取得したときは︑この限りでない︒
３・４ ︵略︶

第七十一条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に

損害を受けたときは︑災害見舞金として︑別表に掲げる損害の程度に応

第七十一条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に

︵災害見舞金︶

損害を受けたときは︑災害見舞金として︑別表第一に掲げる損害の程度

じ︑同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する︒

︵災害見舞金︶

に応じ︑同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給す
る︒
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なる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に

額︵以下﹁平均標準報酬額﹂という︒︶は︑組合員期間の計算の基礎と

第七十二条の二 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬

の改定の措置が講じられたときは︑直近の当該措置が講じられた年の前

指数﹂という︒︶が平成十年︵この項の規定による年金である給付の額

いて作成する年平均の全国消費者物価指数︵以下この項において﹁物価

第七十二条の二 この法律による年金である給付については︑総務省にお

︵年金額の自動改定︶

︑別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ︑それぞれ当該各号に

年︶の物価指数を超え︑又は下るに至つた場合においては︑その上昇し

︵長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額︶

定める率︵以下﹁再評価率﹂という︒︶を乗じて得た額の総額を︑当該

︑又は低下した比率を基準として︑その翌年の四月分以後の当該年金で

２ 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は︑政令で定める︒

ある給付の額を改定する︒

組合員期間の月数で除して得た額とする︒

︵再評価率の改定等︶
第七十二条の三 再評価率については︑毎年度︑第一号に掲げる率︵以下
﹁物価変動率﹂という︒︶に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た
率︵以下﹁名目手取り賃金変動率﹂という︒︶を基準として改定し︑当
該年度の四月分以後の長期給付について適用する︒
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数︵総務省において作

イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

︒︶に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率

成する年平均の全国消費者物価指数をいう︒以下この項において同じ
二

イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度
における標準報酬額等平均額︵厚生年金保険法第四十三条の二第一
項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう︒以下この号にお
いて同じ︒︶に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平
均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対す
る当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
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三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一
日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当
する率を控除して得た率
ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一
日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当
する率を控除して得た率
２ 次の各号に掲げる再評価率の改定については︑前項の規定にかかわら
ず︑当該各号に定める率を基準とする︒
一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の
額︵以下﹁前年度の標準報酬の月額等﹂という︒︶に係る再評価率
前項第三号に掲げる率︵以下﹁可処分所得割合変化率﹂という︒︶
二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の
四月一日の属する年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等
の額︵以下﹁前々年度等の標準報酬の月額等﹂という︒︶に係る再評
価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
３ 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取り
賃金変動率を上回る場合における再評価率︵前項各号に掲げる再評価率
を除く︒︶の改定については︑第一項の規定にかかわらず︑物価変動率
を基準とする︒ただし︑物価変動率が一を上回る場合は︑一を基準とす
る︒
４ 当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再
評価率については︑当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標
準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変
前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は︑政令で定める︒

化率を乗じて得た率を基準として設定する︒
５
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第七十二条の四 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属
する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再
評価率︵以下﹁基準年度以後再評価率﹂という︒︶の改定については︑
前年度の標準報酬の月額等及び前々年度等の標準報酬の月額等に係る

前条の規定にかかわらず︑物価変動率を基準とする︒
２
基準年度以後再評価率の改定については︑前項の規定にかかわらず︑前
条第二項各号の規定を適用する︒
３ 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率︵前項に規定す
る基準年度以後再評価率を除く︒︶の改定については︑第一項の規定に
かかわらず︑当該各号に定める率を基準とする︒
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り︑かつ︑名目手取り賃
金変動率が一以上となる場合 名目手取り賃金変動率

前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は︑政令で定

る場合 一

二 物価変動率が一を上回り︑かつ︑名目手取り賃金変動率が一を下回
４
める︒

調整期間︵厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する

︵調整期間における再評価率の改定等の特例︶
第七十二条の五

調整期間をいう︒以下同じ︒︶における再評価率の改定については︑前
二条の規定にかかわらず︑名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に
掲げる率を乗じて得た率を基準とする︒ただし︑当該基準による改定に
より当該年度の再評価率︵次項各号に掲げる再評価率を除く︒以下この
項において同じ︒︶が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなる
ときは︑一を基準とする︒
一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度に
おける公的年金被保険者等総数︵厚生年金保険法第四十三条の四第一

-6-

項第一号に規定する公的年金被保険者等総数をいう︒以下この号にお
いて同じ︒︶に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者
等総数の比率の三乗根となる率
調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については︑前項

二 〇・九九七
２
前年度の標準報酬の月額等に係る再評価率

可処分所得割合変化率

の規定にかかわらず︑当該各号に定める率を基準とする︒
一
に前項各号に掲げる率を乗じて得た率︵同項ただし書の規定による改
定が行われる場合にあつては︑当該乗じて得た率に︑一を同項本文に
前々年度等の標準報酬の月額等に係る再評価率 物価変動率に可処

規定する率で除して得た率を乗じて得た率︶
二

分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率︵同項ただ
し書の規定による改定が行われる場合にあつては︑当該乗じて得た率
に︑一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率︶
３ 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手
当等の額に係る再評価率の設定については︑第七十二条の三第四項の規
定にかかわらず︑当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準
報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に︑可処分所得割合変
化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする︒ただし︑
同項ただし書の規定による改定が行われる場合は︑当該乗じて得た率に
︑一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とす
る︒
４ 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定に
ついては︑前三項の規定にかかわらず︑当該各号に定める規定を適用す
る︒
一 名目手取り賃金変動率が一以上となり︑かつ︑第一項第一号に掲げ
る率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率︵以下﹁調整率﹂という
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︒︶が一を上回る場合 第七十二条の三第一項︑第二項及び第四項

前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は︑政令で定める︒

り賃金変動率を上回る場合 第七十二条の三第二項から第四項まで

名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取

四項

り賃金変動率以下となる場合 第七十二条の三第一項︑第二項及び第

二 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取

三
５
第七十二条の六 調整期間における基準年度以後再評価率の改定について
は︑前条の規定にかかわらず︑物価変動率に調整率を乗じて得た率を基
準とする︒ただし︑当該基準による改定により当該年度の基準年度以後
再評価率︵次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く︒︶が当該年
度の前年度の基準年度以後再評価率︵当該年度が六十五歳に達した日の
属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度であ
る場合にあつては︑再評価率︶を下回ることとなるときは︑一を基準と
調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定につ

する︒
２

前年度の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率

可処分所

いては︑前項の規定にかかわらず︑当該各号に定める率を基準とする︒
一

得割合変化率に調整率を乗じて得た率︵前項ただし書の規定による改
定が行われる場合にあつては︑当該乗じて得た率に︑一を同項本文に
規定する率で除して得た率を乗じて得た率︶
二 前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 物価
変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率︵前項ただ
し書の規定による改定が行われる場合にあつては︑当該乗じて得た率
に︑一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率︶
３ 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手
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当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については︑前条第三項の
規定にかかわらず︑当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標
準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率︵当該
年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年
の四月一日の属する年度である場合にあつては︑再評価率︶に︑可処分
所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする︒ただし︑第一
項ただし書の規定による改定が行われる場合は︑当該乗じて得た率に︑
一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする︒
４ 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改
定又は設定については︑前三項の規定にかかわらず︑当該各号に定める
規定を適用する︒
一 物価変動率が一を下回る場合 第七十二条の三第四項並びに第七十
二条の四第一項及び第二項
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり︑かつ︑調整率が一
を上回る場合︵前号に掲げる場合を除く︒︶ 第七十二条の三第四項
並びに第七十二条の四第一項及び第二項
三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り︑名目手取り賃金変動
率が一以上となり︑かつ︑調整率が一を上回る場合 第七十二条の三
第一項︑第二項及び第四項
前条第一項か

四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り︑名目手取り賃金変動
率が一以上となり︑かつ︑調整率が一以下となる場合
ら第三項まで
五 物価変動率が一を上回り︑かつ︑名目手取り賃金変動率が一を下回
る場合 第七十二条の三第二項︑第三項ただし書及び第四項
５ 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は︑
政令で定める︒
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︵退職共済年金の額︶
第七十七条 退職共済年金の額は︑平均標準報酬額の千分の五・四八一に

︵退職共済年金の額︶

第七十七条 退職共済年金の額は︑平均標準報酬額︵組合員期間の計算の

基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等

２〜４ ︵略︶

相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする︒

の額の総額を︑当該組合員期間の月数で除して得た額をいう︒以下同じ

︒︶の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得
２〜４ ︵略︶

第七十八条 ︵略︶

た金額とする︒

第七十八条 ︵略︶

２

二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率︵以下﹁改定

円︵そのうち二人までについては︑それぞれ二十三万千四百円︶とする︒

三万千四百円とし︑同項に規定する子については一人につき七万七千百

前項に規定する加給年金額は︑同項に規定する配偶者については二十

２ 前項に規定する加給年金額は︑同項に規定する配偶者については二十
率﹂という︒︶であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定
の適用がないものとして改定したもの︵以下﹁賃金変動等改定率﹂とい
う︒︶を乗じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑
これを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円
に切り上げるものとする︒︶とし︑同項に規定する子については一人に
つき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額︵そのうち二
人までについては︑それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を
乗じて得た金額とし︑これらの金額に五十円未満の端数があるときは︑
これを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円
に切り上げるものとする︒︶とする︒

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

３〜５ ︵略︶

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは私学共済制度の加

３〜５ ︵略︶

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは私学共済制度の加
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︑その支給を停止する金額は︑当該退職共済年金の額に相当する金額を

止する︒ただし︑支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には

下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額の支給を停

を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額︵以

金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円

﹂という︒︶との合計額が四十八万円を超えるときは︑当該退職共済年

おいて同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項において﹁基本月額

算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項に

入月額相当額﹂という︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職域加

として政令で定める額︵以下この条及び第八十七条の二において﹁総収

︑その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する額

において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合において

共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者︵次項及び第八十七条の二

会議員互助年金法︵昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等

入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国

額を限度とする︒

には︑その支給を停止する金額は︑当該退職共済年金の額に相当する金

を停止する︒ただし︑支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合

︵以下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額の支給

万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額

済年金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八

月額﹂という︒︶との合計額が四十八万円を超えるときは︑当該退職共

項において同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項において﹁基本

域加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この

総収入月額相当額﹂という︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職

して政令で定める額︵以下この項及び第八十七条の二第一項において﹁

その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する額と

おいて﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合において︑

共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者︵第八十七条の二第一項に

会議員互助年金法︵昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等

入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国

連合会は︑前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必

限度とする︒
２

要があると認めるときは︑衆議院議長若しくは参議院議長︑社会保険庁
長官︑地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項
に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団︵第八十七条の二
第二項において﹁年金保険者等﹂という︒︶に対し︑前項の規定による
退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収
入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる︒

２ 前項に定めるもののほか︑同項の規定による退職共済年金の支給の停

止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

前二項に定めるもののほか︑第一項の規定による退職共済年金の支給

の停止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

︵障害共済年金の額︶

３

︵障害共済年金の額︶
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じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り

十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗

者に支給する障害共済年金については︑第一号に掲げる金額が同法第三

由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない

金額を加算した金額とする︒この場合において︑障害共済年金の給付事

第八十二条 障害共済年金の額は︑第一号に掲げる金額に第二号に掲げる

る︒

千二百円より少ないときは︑六十万三千二百円を同号に掲げる金額とす

者に支給する障害共済年金については︑第一号に掲げる金額が六十万三

由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない

金額を加算した金額とする︒この場合において︑障害共済年金の給付事

第八十二条 障害共済年金の額は︑第一号に掲げる金額に第二号に掲げる

捨て︑五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げ
るものとする︒︶より少ないときは︑当該金額を同号に掲げる金額とす
る︒

済年金を含む︒︶の額が︑その受給権者の公務等傷病による障害の程度

準用する場合を含む︒︶の規定の適用によりその額が算定される障害共

３ 公務等による障害共済年金︵第八十五条第二項︵同条第三項において

２ ︵略︶

が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号

済年金を含む︒︶の額が︑その受給権者の公務等傷病による障害の程度

準用する場合を含む︒︶の規定の適用によりその額が算定される障害共

３ 公務等による障害共済年金︵第八十五条第二項︵同条第三項において

２ ︵略︶

一・二 ︵略︶

が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号

に定める金額より少ないときは︑当該金額を当該障害共済年金の額とす

一・二 ︵略︶

に定める金額に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数

る︒

四百二十七万六千六百円

二百六十四万千四百円

障害等級二級

二

一 障害等級一級

があるときは︑これを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるとき
は︑これを百円に切り上げるものとする︒︶より少ないときは︑当該金

二百五十六万四千八百円

障害等級一級 四百十五万二千六百円

額を当該障害共済年金の額とする︒
一
二 障害等級二級

４ ︵略︶

二百三十八万九千九百円

４ ︵略︶

第八十三条 ︵略︶

三 障害等級三級

第八十三条 ︵略︶

２ ︵略︶

障害等級三級 二百三十二万六百円

２ ︵略︶

３ 第一項に規定する加給年金額は︑二十三万千四百円とする︒

三

３ 第一項に規定する加給年金額は︑二十二万四千七百円に賃金変動等改
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定率を乗じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑こ
れを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に
切り上げるものとする︒︶とする︒
４ ︵略︶
︵厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止︶
第八十七条の二 ︵略︶
２ 連合会は︑前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必
要があると認めるときは︑年金保険者等に対し︑同項の規定による障害
共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月
額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる︒
３ 前二項に定めるもののほか︑第一項の規定による障害共済年金の支給

４ ︵略︶

︵厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止︶

前項に定めるもののほか︑同項の規定による障害共済年金の支給の停

第八十七条の二 ︵略︶

２

傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては︑百

に十二を乗じて得た金額の百分の十四・六一五︵その受給権者の公務等

支給される間︑その額のうち︑その算定の基礎となつた平均標準報酬額

又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは︑これらが

国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金

の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む︒︶については︑

三項において準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶の規定

第八十七条の四 公務等による障害共済年金︵第八十五条第二項︵同条第

分の二十一・九二三︶に相当する金額︵第八十五条第二項の規定により

傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては︑百

に十二を乗じて得た金額の百分の十四・六一五︵その受給権者の公務等

支給される間︑その額のうち︑その算定の基礎となつた平均標準報酬額

又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは︑これらが

国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金

の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む︒︶については︑

三項において準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶の規定

第八十七条の四 公務等による障害共済年金︵第八十五条第二項︵同条第

止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

分の二十一・九二三︶に相当する金額︵第八十五条第二項の規定により

その額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するも

の停止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

その額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するも

のにあつては︑当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金

︵障害共済年金と傷病補償年金等との調整︶

のにあつては︑当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金

額︶︵当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された

︵障害共済年金と傷病補償年金等との調整︶

額︶の支給を停止する︒
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場合には︑当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額

を改定した金額︶の支給を停止する︒

る金額を加算して得た金額の百分の二百に相当する金額とする︒この場

第八十七条の七 障害一時金の額は︑第一号に掲げる金額に第二号に掲げ

合において︑第一号に掲げる金額が六十万三千二百円より少ないときは

る金額を加算して得た金額の百分の二百に相当する金額とする︒この場

第八十七条の七 障害一時金の額は︑第一号に掲げる金額に第二号に掲げ

︵障害一時金の額︶

合において︑第一号に掲げる金額が国民年金法第三十三条第一項に規定

︑六十万三千二百円を同号に掲げる金額とする︒

︵障害一時金の額︶

する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額︵その
金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十円以上百
円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるものとする︒︶よ

一・二 ︵略︶

り少ないときは︑当該金額を同号に掲げる金額とする︒
一・二 ︵略︶

第八十九条 ︵略︶

︵遺族共済年金の額︶

第八十九条 ︵略︶

２ ︵略︶

︵遺族共済年金の額︶
２ ︵略︶

３ 公務等による遺族共済年金の額が百六万九千百円より少ないときは︑

第九十条 遺族共済年金︵第八十八条第一項第四号に該当することにより

百六万九千百円を当該遺族共済年金の額とする︒

３ 公務等による遺族共済年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得
た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑
五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるもの
とする︒︶より少ないときは︑当該金額を当該遺族共済年金の額とする︒
４ 第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族︵配偶者を除く︒︶に
同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は︑前三項の規
定にかかわらず︑当該遺族ごとに前三項の規定を適用することとしたな
らば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を︑それぞ
れ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする︒
第九十条 遺族共済年金︵第八十八条第一項第四号に該当することにより
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にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に国民年金法第三十八条

十五歳未満の妻であるときは︑六十五歳に達するまでの間︑前条の規定

年未満であるものを除く︒︶の額は︑当該遺族共済年金の受給権者が六

支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十

算した金額とする︒

にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に六十万三千二百円を加

十五歳未満の妻であるときは︑六十五歳に達するまでの間︑前条の規定

年未満であるものを除く︒︶の額は︑当該遺族共済年金の受給権者が六

支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十

︵遺族共済年金と遺族補償年金との調整︶

に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額
︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十円
以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるものとする
︒︶を加算した金額とする︒
︵遺族共済年金と遺族補償年金との調整︶

補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給される

第九十三条の三 公務等による遺族共済年金については︑国家公務員災害

補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給される

こととなつたときは︑これらが支給される間︑その額のうち︑その算定

公務等による遺族共済年金については︑国家公務員災害

こととなつたときは︑これらが支給される間︑その額のうち︑その算定

の基礎となつた平均標準報酬額の千分の二・四六六に相当する金額に三

第九十三条の三

の基礎となつた平均標準報酬額の千分の二・四六六に相当する金額に三

百を乗じて得た金額に相当する金額︵当該遺族共済年金の額が第七十二

一・二 ︵略︶

第九十九条 ︵同上︶

︵費用負担の原則︶

定めるところにより当該金額を改定した金額︶の支給を停止する︒

条の二の規定により改定された場合には︑当該改定の措置に準じ政令で

百を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する︒

︵費用負担の原則︶
第九十九条 組合の給付に要する費用︵老人保健拠出金︑退職者給付拠出
金︑介護納付金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む︒第三項
において同じ︒︶のうち次の各号に規定する費用は︑当該各号に定める
ところにより︑政令で定める職員を単位として︑算定するものとする︒
この場合において︑第三号に規定する費用については︑少なくとも五年
一・二 ︵略︶

三 長期給付に要する費用︵基礎年金拠出金の納付に要する費用︵第三

ごとに再計算を行うものとする︒
三 長期給付に要する費用︵基礎年金拠出金の納付に要する費用︵第三
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方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に

において同じ︒︶については︑その費用の予想額及び地方の組合の地

ものを除く︒︶を含み︑次項第三号に掲げるものを除く︒同項第二号

項︵第一号を除く︒︶の規定による同項に規定する国等の負担に係る

財政の均衡を保つことができるようにすること︒

担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが︑将来にわたつて

において同じ︒︶については︑その費用の予想額と同号の掛金及び負

ものを除く︒︶を含み︑次項第三号に掲げるものを除く︒同項第二号

項︵第一号を除く︒︶の規定による同項に規定する国等の負担に係る

３ ︵同上︶

２ ︵略︶

要する費用の予想額の合計額と︑次項第二号の掛金及び負担金の額︑
第三十五条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金︵以下この号に
おいて﹁国の積立金﹂という︒︶の額並びにそれらの予定運用収入の
額の合計額並びに同法第百十三条第二項第二号の掛金及び負担金の額
︑同法第二十四条の長期給付に充てるべき積立金及び同法第三十八条
の八第一項に規定する長期給付積立金︵以下この号において﹁地方の
積立金﹂と総称する︒︶の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計
額の合算額とが︑再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間
の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じな
いようにするために必要な額の積立金︵国の積立金及び地方の積立金
をいう︒︶を保有しつつ︑当該期間にわたつて財政の均衡を保つこと
ができるようにすること︒
国︑独立行政法人造幣局︑独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政

２ ︵略︶
３

法人国立病院機構又は公社︵第百二条第三項において﹁国等﹂という︒
︶は︑政令で定めるところにより︑組合の給付に要する費用のうち次の
一 ︵略︶

各号に規定する費用については︑当該各号に定める額を負担する︒
一 ︵略︶

二

４〜７ ︵略︶

れる基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額

基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付さ

二 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付さ

地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

れる基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額
４〜７ ︵略︶
第六章の二
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︵地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の
拠出︶
第百二条の二 連合会は︑組合の長期給付に要する費用の負担の水準と地
方の組合の地方公務員等共済組合法第七十四条に規定する長期給付︵以
下この条において﹁地方の組合の長期給付﹂という︒︶に要する費用の
負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑
な実施を図るため︑次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは︑そ
の事業年度において︑地方公務員共済組合連合会︵同法第三十八条の二
第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう︒以下同じ︒︶への

財政調整拠出金の額は︑次の各号に掲げる場合の区分に応

拠出金︵以下﹁財政調整拠出金﹂という︒︶の拠出を行うものとする︒
第百二条の三

じ︑当該各号に定める額︵当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する
ときは︑当該各号に定める額の合計額︶とする︒
一 当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定
めるものの額︵以下この号において﹁国の独自給付費用の額﹂という
︒︶を当該事業年度におけるすべての組合員︵長期給付に関する規定
の適用を受ける組合員に限る︒以下この号において同じ︒︶の標準報
酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合
算額︵以下この号において﹁標準報酬等総額﹂という︒︶で除して得
た率が︑当該事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条の
三第一項第一号に規定する独自給付費用の額︵以下この号において﹁
地方の独自給付費用の額﹂という︒︶を当該事業年度における同項第
一号に規定する標準給与総額︵以下この号において﹁地方の標準給与
総額﹂という︒︶で除して得た率を下回る場合 当該事業年度におけ
る国の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度に
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おける標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の
独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度に
おける地方の標準給与総額で除して得た率とが等しくなる場合におけ
る当該一定額に相当する額

前項第二号に規定する﹁国の長期給付等に係る収入の額﹂とは︑長期

を超える場合にあつては︑当該限度額︶

合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう︒︶

当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場

︑限度額︵当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額から

長期給付等に係る収入の額を控除して得た額︵当該控除して得た額が

ける地方の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における地方の

いう︒以下この号において同じ︒︶を下回る場合 当該事業年度にお

付に係る支出の額︵同条第三項に規定する長期給付に係る支出の額を

︒以下この号において同じ︒︶が当該事業年度における地方の長期給

法第百十六条の三第二項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう

度における地方の長期給付等に係る収入の額︵地方公務員等共済組合

度における国の長期給付に係る支出の額を上回り︑かつ︑当該事業年

二 当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額が当該事業年

２

給付︵基礎年金拠出金を含む︒次項において同じ︒︶に係る連合会の収
入として政令で定めるものの額の合計額に︑地方公務員等共済組合法第
百十六条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算
した額をいう︒
３ 第一項第二号に規定する﹁国の長期給付に係る支出の額﹂とは︑長期
給付に係る連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう︒
︵資料の提供︶
第百二条の四 連合会は︑地方公務員共済組合連合会に対し︑財政調整拠
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出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる︒
︵政令への委任︶
第百二条の五 この章に定めるもののほか︑財政調整拠出金の拠出に関し
必要な事項は︑政令で定める︒
附 則

附 則

第三条の二 組合の運営審議会の委員の任命については︑当分の間︑第九

営状況を勘案して政令で定める日までの間︑第九条第三項本文中﹁組合

第三条の二 組合の運営審議会の委員の任命については︑運営審議会の運

︵組合の運営審議会の委員の任命の特例︶

条第三項本文中﹁組合員﹂とあるのは︑﹁組合員又は組合員であつた者

員﹂とあるのは︑﹁組合員又は組合員であつた者︵運営審議会の委員で

︵組合の運営審議会の委員の任命の特例︶

︵運営審議会の委員であつた者に限る︒︶﹂として︑同項の規定を適用

第四条の二 連合会の運営審議会の委員の任命については︑附則第三条の

あつた者に限る︒︶﹂として︑同項の規定を適用する︒

第四条の二 連合会の運営審議会の委員の任命については︑当分の間︑第

二に規定する政令で定める日までの間︑第三十五条第三項中﹁組合員﹂

す る︒

三十五条第三項中﹁組合員﹂とあるのは︑﹁組合員又は組合員であつた

とあるのは︑﹁組合員又は組合員であつた者︵組合の運営審議会の委員

︵連合会の運営審議会の委員の任命の特例︶

者︵組合の運営審議会の委員であつた者に限る︒︶﹂として︑同項の規

であつた者に限る︒︶﹂として︑同項の規定を適用する︒

︵連合会の運営審議会の委員の任命の特例︶

定を適用する︒

第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については︑

︵長期給付に係る標準報酬の区分の特例︶
第六条の三

厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の
改定措置その他の事情を勘案して︑政令で定めるところにより︑第四十
二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加
える改定を行うことができる︒ただし︑当該改定後の標準報酬の等級の
うちの最高等級の標準報酬の月額は︑同法第二十条の規定による標準報
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前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては︑

酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない︒
２
第四十二条第一項中﹁区分﹂とあるのは﹁区分︵附則第六条の三第一項
の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは︑改定後の区分︶
﹂と︑第四十二条の二第一項後段中﹁百五十万円を﹂とあるのは﹁百五
十万円︵附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行
われたときは︑政令で定める金額︒以下この項において同じ︒︶を﹂と
前二項の規定は︑短期給付の額の算定並びに短期給付︑介護納付金及

する︒
３
び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収に関しては︑適用しない︒

７ 第六十六条︑第六十八条から第六十八条の三まで︑第七十条及び第七

２〜６ ︵略︶

第十二条 ︵略︶

条及び第七十一条の規定にかかわらず︑特例退職組合員については︑傷

７ 第六十六条︑第六十八条︑第六十八条の二︑第六十八条の三︑第七十

２〜６ ︵略︶

第十二条 ︵略︶

︵特例退職組合員に対する短期給付等︶

十一条の規定にかかわらず︑特例退職組合員については︑傷病手当金︑

病手当金︑休業手当金︑育児休業手当金︑介護休業手当金︑弔慰金及び

︵略︶
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︵特例退職組合員に対する短期給付等︶

休業手当金︑育児休業手当金︑介護休業手当金︑弔慰金及び家族弔慰金

家族弔慰金並びに災害見舞金は︑支給しない︒

９〜

︑組合員でないものとする︒

８ 第六十八条の二ただし書の規定の適用については︑特例退職組合員は

並びに災害見舞金は︑支給しない︒
８ 第六十八条の二第一項ただし書の規定の適用については︑特例退職組
︵略︶

一 千六百七十六円に組合員期間の月数︵当該月数が四百四十四月を超

２ ︵同上︶

第十二条の四の二 ︵略︶

11

合員は︑組合員でないものとする︒
９〜

前項の請求があつたときは︑退職共済年金の額を改定するものとし︑

一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満

定にかかわらず︑次の各号に掲げる金額の合算額とする︒

当該請求に係る退職共済年金の額は︑第七十七条第一項及び第二項の規

２

第十二条の四の二 ︵略︶

11

の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数が
あるときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の
月数︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百四十四月︶を乗
二 ︵略︶

えるときは︑四百四十四月︶を乗じて得た金額

二 ︵略︶

３〜５ ︵略︶

じて得た金額
３〜５ ︵略︶

第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号

る給付︵第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑

第十三条の九 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金であ

月額及び標準期末手当等の額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当

第七十七条第一項の規定にかかわらず︑組合員期間の各月の標準報酬の

計算の基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額については︑

第十三条の九 附則別表第四の各号に掲げる受給権者の平均標準報酬額の

︵平均標準報酬額の改定︶

及び第三項の規定︵附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条

該各号に定める率を乗じて得た額とする︒

︵年金である給付の額の改定の特例︶

の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の
八第三項においてその例による場合を含む︒以下この項において同じ︒
︶によりその金額が算定されたものに限る︒︶の受給権を有する者につ
いて︑第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の
改定により︑当該年度において第七十七条第一項及び第二項︑第八十二
条第一項及び第二項︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条
の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額︵以下この
条において﹁当該年度額﹂という︒︶が︑当該年度の前年度に属する三
月三十一日においてこれらの規定により算定した金額︵以下この条にお
いて﹁前年度額﹂という︒︶に満たないこととなるときは︑これらの規
前項の規定にかかわらず︑次の各号に掲げる場合において︑第七十二

定にかかわらず︑前年度額を当該年度額とする︒
２

条の三︵第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場
合を除く︒︶の規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑前年
度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるとき
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は︑当該金額を当該年度額とする︒
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取
り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取り賃金変動
率を上回る場合 物価変動率
３ 第一項の規定にかかわらず︑物価変動率が一を下回る場合において︑
第七十二条の四︵第七十二条の六において適用される場合を除く︒︶の
規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑前年度額に物価変動
率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑当該金額を当該年度
第一項の規定にかかわらず︑次の各号に掲げる場合において︑第七十

額とする︒
４

二条の五︵第七十二条の六において適用される場合を除く︒︶の規定に
よる再評価率の改定により︑当該年度額が前年度額に当該各号に定める
率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑当該金額を当該年度
額とする︒
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取
り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取
り賃金変動率を上回る場合︵物価変動率が一を上回る場合を除く︒︶
物価変動率
５ 第一項の規定にかかわらず︑物価変動率が一を下回る場合において︑
第七十二条の六の規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑前
年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑当
該金額を当該年度額とする︒
︵日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給︶
第十三条の十 ︵略︶

︵日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給︶
第十三条の十 ︵略︶
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２ ︵略︶

２ ︵略︶

脱退一時金の額は︑その者の組合員期間に応じて︑その期間の平均標

準報酬額に次の表に定める率を乗じて得た金額とする︒この場合におい

３

計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末

て︑その者の平均標準報酬額の計算については︑前条の規定は︑適用し

脱退一時金の額は︑その者の組合員期間に応じて︑当該組合員期間の

手当等の額の総額を︑当該組合員期間の月数で除して得た金額に次の表
ない︒

３

に定める率を乗じて得た金額とする︒

︵表略︶
４〜６ ︵略︶

︵表略︶
４〜６ ︵略︶

第二項第一号中﹁の納付並びに﹂とあるのは﹁及び年金保険者拠出金の

定する拠出金︵以下﹁年金保険者拠出金﹂という︒︶﹂と︑第二十一条

生年金保険法︵昭和二十九年法律第百十五号︶附則第十八条第一項に規

に規定する基礎年金拠出金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶及び厚

︑国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項

る基礎年金拠出金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項に規定す

九十九条第一項の規定の適用については︑第三条第四項中﹁及び国民年

第二項第一号︑第二十四条第一項第七号︑第三十五条の二第一項及び第

付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項︑第二十一条

第二十条の二 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納

基礎年金拠出金﹂とあるのは﹁基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂

第二項第一号︑第二十四条第一項第七号及び第三十五条の二第一項中﹁

定する拠出金︵以下﹁年金保険者拠出金﹂という︒︶﹂と︑第二十一条

生年金保険法︵昭和二十九年法律第百十五号︶附則第十八条第一項に規

に規定する基礎年金拠出金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶及び厚

︑国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項

る基礎年金拠出金︵以下﹁基礎年金拠出金﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶第九十四条の二第二項に規定す

九十九条第一項の規定の適用については︑第三条第四項中﹁及び国民年

第二項第一号︑第二十四条第一項第七号︑第三十五条の二第一項及び第

付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項︑第二十一条

第二十条の二 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納

︵年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合におけ

納付並びに﹂と︑﹁の納付及び﹂とあるのは﹁及び年金保険者拠出金の

と︑第九十九条第一項中﹁及び基礎年金拠出金﹂とあるのは﹁︑基礎年

︵年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合におけ

納付並びに﹂と︑第二十四条第一項第七号中﹁基礎年金拠出金﹂とある

金拠出金及び年金保険者拠出金﹂と︑同項第三号中﹁を含み﹂とあるの

る組合及び連合会の業務等の特例︶

のは﹁基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂と︑第三十五条の二第一

は﹁及び年金保険者拠出金を含み﹂とする︒

る組合及び連合会の業務等の特例︶

項中﹁及び﹂とあるのは﹁及び年金保険者拠出金並びに﹂と︑第九十九
条第一項中﹁及び基礎年金拠出金﹂とあるのは﹁︑基礎年金拠出金及び
年金保険者拠出金﹂と︑同項第三号中﹁を含み﹂とあるのは﹁及び年金
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保険者拠出金を含み﹂と︑第百二条の三第二項中﹁基礎年金拠出金﹂と
あるのは﹁基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂とする︒
︵組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例︶

︵組合の事務に要する費用の負担の特例︶

第二十条の三 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第九十

九条第二項第五号に掲げる費用については︑国は︑予算の範囲内で︑こ

平成十六年度における第九十九条第二項第五号︵同条第六

項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶に掲げる

れを負担し︑同号及び同条第四項の規定は︑適用しない︒

第二十条の三
費用については︑これらの規定にかかわらず︑公社︑独立行政法人又は
国立大学法人等は︑政令で定める額の範囲内で︑これを負担する︒

及び附則第二十条の三第一項﹂と︑前条中﹁﹁︑基礎年金拠出金及び年

二十四条の二第一項中﹁場合を含む︒︶﹂とあるのは﹁場合を含む︒︶

の三第一項に規定する費用︵長期給付に係るものに限る︒︶﹂と︑第百

という︒︶﹂と︑﹁限る︒︶﹂とあるのは﹁限る︒︶及び附則第二十条

期給付﹂とあるのは﹁長期給付︵以下この項において単に﹁長期給付﹂

るのは﹁︶及び附則第二十条の三第一項の規定﹂と︑同条第四項中﹁長

に係るものを除く︒︶を含み﹂と︑第百二条第一項中﹁︶の規定﹂とあ

の三第一項の規定による公社︑独立行政法人又は国立大学法人等の負担

付︵基礎年金拠出金を含む︒︶に係る事務に要する費用︵附則第二十条

るものを除く︒︶を含み﹂と︑﹁︶を含み﹂とあるのは﹁︶及び長期給

第一項の規定による公社︑独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係

︶及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用︵附則第二十条の三

あるのは﹁納付に要する費用並びに長期給付︵基礎年金拠出金を含む︒

に組合の事務に要する費用を含む﹂と︑﹁納付に要する費用を含み﹂と

一項中﹁納付に要する費用を含む﹂とあるのは﹁納付に要する費用並び

前条中﹁﹁︑基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂﹂とあるのは﹁﹁

負担金及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁及び組合の負担金﹂と︑

含む︒︶及び附則第二十条の三第一項﹂と︑第百二十五条中﹁︑組合の

と︑第百二十四条の二第一項中﹁場合を含む︒︶﹂とあるのは﹁場合を

る費用及び附則第二十条の三第一項に規定する費用︵同項に規定する﹂

五号までに掲げる費用︵同号に掲げる﹂とあるのは﹁第四号までに掲げ

るのは﹁︶及び附則第二十条の三第一項の規定﹂と︑同条第四項中﹁第

次の各号︵第五号を除く︒︶﹂と︑第百二条第一項中﹁︶の規定﹂とあ

るものを除く︒︶を含み﹂と︑同条第二項中﹁次の各号﹂とあるのは﹁

事務に要する費用︵附則第二十条の三第一項の規定による国の負担に係

含み﹂とあるのは﹁︶及び長期給付︵基礎年金拠出金を含む︒︶に係る

第一項の規定による国の負担に係るものを除く︒︶を含み﹂と︑﹁︶を

︶及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用︵附則第二十条の三

あるのは﹁納付に要する費用並びに長期給付︵基礎年金拠出金を含む︒

に組合の事務に要する費用を含む﹂と︑﹁納付に要する費用を含み﹂と

一項中﹁納付に要する費用を含む﹂とあるのは﹁納付に要する費用並び

２ 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については︑第九十九条第

金保険者拠出金﹂﹂とあるのは﹁﹁︑基礎年金拠出金及び年金保険者拠

︑基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂と︑同項第一号中﹁基礎年金

前項の場合におけるこの法律の規定の適用については︑第九十九条第

出金﹂と︑同項第一号中﹁基礎年金拠出金﹂とあるのは﹁基礎年金拠出

拠出金﹂とあるのは﹁基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂﹂と︑﹁

２

金及び年金保険者拠出金﹂﹂と︑﹁﹁を含み﹂﹂とあるのは﹁﹁及び長
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期給付︵基礎年金拠出金﹂とあるのは﹁︑長期給付︵基礎年金拠出金及

は﹁︑長期給付︵基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金﹂と︑﹁を含み

﹁を含み﹂﹂とあるのは﹁﹁及び長期給付︵基礎年金拠出金﹂とあるの

３ ︵略︶

﹂﹂とする︒

び年金保険者拠出金﹂と︑﹁を含み﹂﹂とする︒
３ ︵略︶

附則別表第四︵附則第十三条の九関係︶

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次

の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑それぞれ同表の下欄に掲げ

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八八

一・〇〇八

一・〇一一

一・〇一二

一・〇二一

一・〇四一

一・〇七二

一・一二四

一・一九六

一・二二七

一・二五八

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組

平成十年四月以後

る率

二

合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

昭和六十二年三月以前

一・二三九

一・二七〇

それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
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三

平成十年四月以後

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

〇・九八〇

〇・九八八

一・〇〇八

一・〇一一

一・〇一二

一・〇三一

一・〇五二

一・〇八三

一・一三五

一・二〇八

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組

合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八八

一・〇〇八

一・〇一一

一・〇三三

一・〇五三

一・〇七四

一・一〇六

一・一六〇

一・二三四

一・二六六

一・二九八

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成十年四月以後

四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組
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合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八八

一・〇〇四

一・〇一六

一・〇三八

一・〇五九

一・〇八〇

一・一一二

一・一六五

一・二四〇

一・二七二

一・三〇四

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成十年四月以後

五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次

の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑それぞれ同表の下欄に掲げ

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

一・〇一六

一・〇三八

一・〇五九

一・〇八〇

一・一一二

一・一六五

一・二四〇

一・二七二

一・三〇四

る率

平成七年四月から平成八年三月まで
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害

の

程

度

住居及び家財の全部が焼失し︑又は滅失したとき︒

損

別表第一︵第七十一条関係︶
一

住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒

たとき︒

住居及び家財の二分の一以上が焼失し︑又は滅失し

二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒
一
二
住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒

三 住居又は家財の全部が焼失し︑又は滅失したとき︒
四

一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し︑又は滅失し
たとき︒
住居又は家財の二分の一以上が焼失し︑又は滅失し

二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒
三

住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒

たとき︒
四

住居又は家財の三分の一以上が焼失し︑又は滅失し
住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき︒

たとき︒

一
二

別表第二︵第七十二条の二関係︶

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

数

〇・九九一

月

平成九年四月から平成十年三月まで

度

〇・九八〇

程

平成十年四月以後
別表︵第七十一条関係︶
の

︵同上︶

害

︵同上︶

︵同上︶

損

月

︵同上︶

数

三

月

月

二

一

︵同上︶

︵同上︶

︵同上︶

︵同上︶

月

〇・五月

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次
の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑それぞれ同表の下欄に掲げ
る率
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二

平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五二

〇・九五九

〇・九七九

〇・九八二

〇・九八三

〇・九九一

一・〇一一

一・〇四一

一・〇九一

一・一六一

一・一九一

一・二二二

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組
合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

一・一〇二

一・一七三

一・二〇三

一・二三三

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成元年十二月から平成三年三月まで
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三

平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五二

〇・九五九

〇・九七九

〇・九八二

〇・九八三

一・〇〇一

一・〇二一

一・〇五二

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組
合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八二

一・〇〇三

一・〇二二

一・〇四三

一・〇七四

一・一二六

一・一九八

一・二二九

一・二六〇

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成七年四月から平成八年三月まで
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平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五二

〇・九五九

〇・九七九

四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組
合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五二

〇・九五九

〇・九七五

〇・九八七

一・〇〇八

一・〇二八

一・〇四九

一・〇八〇

一・一三一

一・二〇四

一・二三五

一・二六六

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成十二年四月から平成十三年三月まで
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五

平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組
合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五二

〇・九六二

〇・九七五

〇・九八七

一・〇〇八

一・〇二八

一・〇四九

一・〇八〇

一・一三一

一・二〇四

一・二三五

一・二六六

それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成十六年四月から平成十七年三月まで

六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
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組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九五五

〇・九五六

〇・九六六

〇・九七九

〇・九九一

一・〇一二

一・〇三三

一・〇五三

一・〇八四

一・一三六

一・二〇九

一・二四〇

一・二七一

︑それぞれ同表の下欄に掲げる率

平成十六年四月から平成十七年三月まで

七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

一・二一八

一・二四九

一・二八一

て︑それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
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平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

平成六年四月から平成七年三月まで

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六一

〇・九六一

〇・九六二

〇・九七三

〇・九八六

〇・九九八

一・〇一九

一・〇四〇

一・〇六一

一・〇九二

一・一四四

八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する
次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて︑それぞれ同表の下欄に掲

平成五年四月から平成六年三月まで

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

昭和六十二年三月以前

一・〇二八

一・〇四八

一・〇六九

一・一〇一

一・一五三

一・二二八

一・二五九

一・二九一

げ る率

平成六年四月から平成七年三月まで
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平成十六年四月から平成十七年三月まで

平成十五年四月から平成十六年三月まで

平成十四年四月から平成十五年三月まで

平成十三年四月から平成十四年三月まで

平成十二年四月から平成十三年三月まで

平成十一年四月から平成十二年三月まで

平成十年四月から平成十一年三月まで

平成九年四月から平成十年三月まで

平成八年四月から平成九年三月まで

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八〇

〇・九八〇

〇・九七七

〇・九六八

〇・九六九

〇・九六九

〇・九七〇

〇・九八一

〇・九九四

一・〇〇六
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◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻平成十七年四月一日施行分︼
︵第二条関係︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

第一条 この法律は︑国家公務員等の病気︑負傷︑出産︑休業︑災害︑退

現

第一条 この法律は︑国家公務員の病気︑負傷︑出産︑休業︑災害︑退職

職︑障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気︑負傷︑出産︑死亡若し

案

︑障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気︑負傷︑出産︑死亡若しく

くは災害に関して適切な給付を行うため︑相互救済を目的とする共済組

正

は災害に関して適切な給付を行うため︑相互救済を目的とする共済組合

合の制度を設け︑その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事

改

の制度を設け︑その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項

項を定め︑もつて国家公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上

︵目的︶

を定め︑もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄

に寄与するとともに︑国家公務員等の職務の能率的運営に資することを

︵目的︶

与するとともに︑公務の能率的運営に資することを目的とする︒

号︶第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう︒以下同じ︒︶及

２ 国︑特定独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三

法人等︵国立大学法人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条第一項に

第二条第一項に規定する独立行政法人をいう︒以下同じ︒︶︑国立大学

２ 国︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶

目的とする︒

び日本郵政公社︵以下﹁公社﹂という︒︶は︑前項の共済組合の健全な

規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

︵定義︶

えるものとする︒

前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように︑必要な配慮を加

をいう︒以下同じ︒︶及び日本郵政公社︵以下﹁公社﹂という︒︶は︑

運営と発達が図られるように︑必要な配慮を加えるものとする︒

︵定義︶

第二条 この法律において︑次の各号に掲げる用語の意義は︑それぞれ当
該各号に定めるところによる︒

第二条 この法律において︑次の各号に掲げる用語の意義は︑それぞれ当
該各号に定めるところによる︒

一

昭和二十二年法律第百二十号︶第七十九条又は第八十二条の規定︵他

二十二年法律第百二十号︶第七十九条又は第八十二条の規定︵他の

イ 常時勤務に服することを要する国家公務員︵国家公務員法︵昭和

職員 次に掲げる者をいう︒

一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員︵国家公務員法︵
の法令のこれらに相当する規定を含む︒︶による休職又は停職の処分
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のを含むものとし︑臨時に使用される者その他の政令で定める者を含

の他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるも

を受けた者︑法令の規定により職務に専念する義務を免除された者そ

るものを含むものとし︑臨時に使用される者その他の政令で定める

その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定め

を受けた者︑法令の規定により職務に専念する義務を免除された者

法令のこれらに相当する規定を含む︒︶による休職又は停職の処分

２・３ ︵略︶

二〜七 ︵略︶

定める者を含まないものとする︒︶

で定めるものを含むものとし︑臨時に使用される者その他の政令で

政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令

等に常時勤務することを要する者︵特定独立行政法人以外の独立行

一条第二項において同じ︒︶以外の独立行政法人又は国立大学法人

特定独立行政法人をいう︒以下この号︑第十二条第一項及び第四十

ロ 特定独立行政法人︵独立行政法人通則法第二条第二項に規定する

者を含まないものとする︒︶

まないものとする︒︶をいう︒

二〜七 ︵略︶
２・３ ︵略︶

第三条 各省各庁及び公社ごとに︑その所属の職員及びその所管する特定

立行政法人及び国立大学法人等の職員︵次項各号に掲げる各省各庁にあ

第三条 各省各庁及び公社ごとに︑その所属の職員並びにその所管する独

︵設立及び業務︶

独立行政法人の職員︵次項各号に掲げる各省各庁にあつては︑同項各号

つては︑同項各号に掲げる職員を除く︒︶をもつて組織する国家公務員

︵設立及び業務︶

に掲げる職員を除く︒︶をもつて組織する国家公務員共済組合︵以下﹁

共済組合︵以下﹁組合﹂という︒︶を設ける︒
２〜５ ︵略︶

組合﹂という︒︶を設ける︒
２〜５ ︵略︶

除く︒︶︑最高裁判所長官及び会計検査院長︵第三条第二項第一号︑第

第八条 衆議院議長︑参議院議長︑内閣総理大臣︑各省大臣︵環境大臣を

三号ロ又は第四号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては︑第十

除く︒︶︑最高裁判所長官及び会計検査院長︵第三条第二項第一号︑第

第八条 衆議院議長︑参議院議長︑内閣総理大臣︑各省大臣︵環境大臣を

︵管 理 ︶

三号ロ又は第四号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては︑第十

二条及び第百二条を除き︑それぞれ防衛庁長官︑社会保険庁長官又は林

︵管理︶

二条及び第百二条を除き︑それぞれ防衛庁長官︑社会保険庁長官又は林
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行政法人の職員又は公社の所属の職員をもつて組織する組合を代表し︑

れぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立

野庁長官とし︑以下﹁各省各庁の長﹂という︒︶又は公社の総裁は︑そ

る組合を代表し︑その業務を執行する︒

政法人及び国立大学法人等の職員又は公社の所属の職員をもつて組織す

れぞれその各省各庁の所属の職員並びに当該各省各庁の所管する独立行

野庁長官とし︑以下﹁各省各庁の長﹂という︒︶又は公社の総裁は︑そ

︵役員の欠格条項︶

２ ︵略︶

その業務を執行する︒
２ ︵略︶
︵役員の欠格条項︶

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は︑役員となることができ

ない︒ただし︑第二十七条第二項の規定の適用を妨げない︒

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は︑役員となることができ
ない︒ただし︑第二十七条第二項の規定の適用を妨げない︒

一

う︒以下同じ︒︶の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑国立大学法人等

法人︵独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をい

共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員

常勤の者を除く︒︶︑公社の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑地方公

法人の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑国立大学法人等の役職員︵非

国務大臣︑国会議員︑政府職員︵非常勤の者を除く︒︶︑独立行政

一 国務大臣︑国会議員︑政府職員︵非常勤の者を除く︒︶︑独立行政

︵国立大学法人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条第一項に規定
する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人を
いう︒以下同じ︒︶の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑公社の役職員
︵非常勤の者を除く︒︶︑地方公共団体の議会の議員又は地方公共団
体の長若しくは常勤職員

第三十七条 職員となつた者は︑その職員となつた日から︑その属する各

二〜四 ︵略︶

第三十七条 職員となつた者は︑その職員となつた日から︑その属する各

省各庁並びに当該各省各庁の所管する独立行政法人及び国立大学法人等

二〜四 ︵略︶

省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人又は公社の職員を

又は公社の職員をもつて組織する組合︵第三条第二項各号に掲げる職員

︵組合員の資格の得喪︶

もつて組織する組合︵第三条第二項各号に掲げる職員については︑同項

については︑同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合︶

︵組合員の資格の得喪︶

の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合︶の組合員の資格を

の組合員の資格を取得する︒
２・３ ︵略︶

取得する︒
２・３ ︵略︶
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法︵昭和二十六年法律第百九十一号︶第一条の二に規定する通勤をいう

２ 組合は︑給付の原因である事故が公務又は通勤︵国家公務員災害補償

第四十一条 ︵略︶

家公務員災害補償法︵昭和二十六年法律第百九十一号︶第一条の二に規

行政法人及び国立大学法人等の業務を含む︒以下同じ︒︶又は通勤︵国

２ 組合は︑給付の原因である事故が公務︵特定独立行政法人以外の独立

第四十一条 ︵略︶

︵給付の決定及び支払︶

︒以下同じ︒︶により生じたものであるかどうかを認定するに当たつて

定する通勤をいう︒以下同じ︒︶により生じたものであるかどうかを認

︵給付の決定及び支払︶

は︑同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害

定するに当たつては︑同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又

３ ︵略︶

い︒

は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならな

に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない︒

３ ︵略︶

標準報酬

(

)

(

)
第四十二条 ︵略︶

標準報酬
第四十二条 ︵略︶

２・３ ︵略︶

第二項の規定は︑六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取

２・３ ︵略︶

４

得した者及び第七項の規定により七月から九月までのいずれかの月から

第二項の規定は︑六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取

得した者並びに第七項又は第九項及び第十項の規定により七月から九月

標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については︑その年に限

４

までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員

り適用しない︒
５〜８ ︵略︶

については︑その年に限り適用しない︒
５〜８ ︵略︶
９ 組合は︑育児休業︑介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律︵平成三年法律第七十六号︶第二条第一号の規定による育
児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置に
よる休業︑国会職員の育児休業等に関する法律︵平成三年法律第百八号
︶第三条第一項の規定による育児休業︑国家公務員の育児休業等に関す
る法律︵平成三年法律第百九号︶第三条第一項︵同法第十三条及び裁判
所職員臨時措置法︵昭和二十六年法律第二百九十九号︶︵第八号に係る
部分に限る︒︶において準用する場合を含む︒︶の規定による育児休業
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又は裁判官の育児休業に関する法律︵平成三年法律第百十一号︶第二条
第一項の規定による育児休業︵以下﹁育児休業等﹂という︒︶を終了し
た組合員が︑当該育児休業等を終了した日︵以下この条において﹁育児
休業等終了日﹂という︒︶において当該育児休業等に係る三歳に満たな
い子を養育する場合において︑組合に申出をしたときは︑育児休業等終
了日の翌日が属する月以後三月間︵育児休業等終了日の翌日において継
続して組合員であつた期間に限るものとし︑かつ︑報酬支払の基礎とな
つた日数が二十日未満である月があるときは︑その月は除く︒︶に受け
た報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として︑標準
報酬を改定するものとする︒
前項の規定によつて改定された標準報酬は︑育児休業等終了日の翌日

から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十
一日︵七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについて
は︑翌年の八月三十一日︶までの標準報酬とする︒

情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定に

の規定にかかわらず︑同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事

九項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは︑これら

定することが困難であるとき︑又は第二項︑第五項︑第七項若しくは第

報酬月額とする︒

の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の

ず︑同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合

て算定するとすれば著しく不当であるときは︑これらの規定にかかわら

とが困難であるとき︑又は第二項︑第五項若しくは第七項の規定によつ

９ 組合員の報酬月額が第二項若しくは第五項の規定によつて算定するこ

よる当該組合員の報酬月額とする︒

︵標準期末手当等の額の決定︶

組合員の報酬月額が第二項︑第五項若しくは第九項の規定によつて算

︵標準期末手当等の額の決定︶

第四十二条の二 ︵略︶

第六十八条の二 組合員︵第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組

︵育児休業手当金︶

前条第十一項の規定は︑標準期末手当等の額の算定について準用する︒ ２ 前条第九項の規定は︑標準期末手当等の額の算定について準用する︒

第四十二条の二 ︵略︶
２

︵育児休業手当金︶
第六十八条の二 組合員︵第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組
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10
11

二第二項に規定する継続長期組合員を含み︑第百二十六条の五第二項に

が基準年齢に達した日︶後引き続いて六月以上組合員︵第百二十四条の

係る子が基準年齢に達した日後であるときは︑当該育児休業等に係る子

した組合員が当該育児休業等が終了した日︵その日が当該育児休業等に

準報酬の日額の百分の十に相当する金額については︑当該育児休業等を

額の百分の四十に相当する金額を支給する︒ただし︑当該金額のうち標

﹁基準年齢﹂という︒︶に達する日までの期間一日につき標準報酬の日

省令で定める場合に該当するときは︑一歳六か月︒以下この項において

期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務

た期間で当該育児休業等に係る子が一歳︵その子が一歳に達した日後の

には︑育児休業手当金として︑当該育児休業等により勤務に服さなかつ

準ずる措置による休業を除く︒以下この項において同じ︒︶をした場合

を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の育児休業の制度に

合員を除く︒︶が育児休業等︵育児休業︑介護休業等育児又は家族介護

した日︵その日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後であるとき

する金額については︑当該育児休業をした組合員が当該育児休業が終了

を支給する︒ただし︑当該金額のうち標準報酬の日額の百分の十に相当

る日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額

業により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業に係る子が一歳に達す

︶により育児休業をした場合には︑育児休業手当金として︑当該育児休

︶第二条第一項の規定︵第百条の二において﹁育児休業規定﹂という︒

含む︒︶又は裁判官の育児休業に関する法律︵平成三年法律第百十一号

二百九十九号︶︵第八号に係る部分に限る︒︶において準用する場合を

第一項︵同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法︵昭和二十六年法律第

国家公務員の育児休業等に関する法律︵平成三年法律第百九号︶第三条

員の育児休業等に関する法律︵平成三年法律第百八号︶第三条第一項︑

の福祉に関する法律︵平成三年法律第七十六号︶第二条第一号︑国会職

合員を除く︒︶が育児休業︑介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

︑支給する︒

二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く︒︶であるときに

合員︵第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み︑第百

は︑当該育児休業に係る子が一歳に達した日︶後引き続いて六月以上組

前項本文の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分

規定する任意継続組合員を除く︒︶であるときに︑支給する︒

２

の四十に相当する金額が︑雇用保険給付相当額︵雇用保険法︵昭和四十
九年法律第百十六号︶第十七条第四項第二号ハに定める額︵当該額が同
法第十八条の規定により変更された場合には︑当該変更された後の額︶
に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二
で除して得た額をいう︒︶を超える場合における前項の規定の適用につ
いては︑同項中﹁標準報酬の日額の百分の四十﹂とあるのは﹁次項に規
定する雇用保険給付相当額﹂と︑﹁標準報酬の日額の百分の十﹂とある
のは﹁当該雇用保険給付相当額に四分の一を乗じて得た金額﹂とする︒
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３ 育児休業手当金は︑同一の育児休業について雇用保険法の規定による

２ 育児休業手当金は︑同一の育児休業について雇用保険法︵昭和四十九

年法律第百十六号︶の規定による育児休業給付の支給を受けることがで

︵介護休業手当金︶

育児休業給付の支給を受けることができるときは︑支給しない︒

︵介護休業手当金︶

第六十八条の三 ︵略︶

きるときは︑支給しない︒

第六十八条の三 ︵略︶

２ ︵略︶
３ ︵略︶

２ ︵略︶
３ 前条第二項の規定は︑第一項の場合について準用する︒
４ ︵略︶
︵三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例︶
第七十三条の二 三歳に満たない子を養育し︑又は養育していた組合員又
は組合員であつた者が︑組合︵組合員であつた者にあつては︑連合会︶
に申出をしたときは︑当該子を養育することとなつた日︵財務省令で定
める事由が生じた場合にあつては︑その日︶の属する月から次の各号の
いずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のう
ち︑その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月
の前月︵当該月において組合員でない場合にあつては︑当該月前一年以
内における組合員であつた月のうち直近の月︒以下この項において﹁基
準月﹂という︒︶の標準報酬の月額︵この項の規定により当該子以外の
子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場
合にあつては︑当該みなされた基準月の標準報酬の月額︒以下この項に
おいて﹁従前標準報酬の月額﹂という︒︶を下回る月︵当該申出が行わ
れた日の属する月前の月にあつては︑当該申出が行われた日の属する月
の前月までの二年間のうちにあるものに限る︒︶については︑従前標準
報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして︑第七十二条の
二の規定を適用する︒
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一 当該子が三歳に達したとき︒
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき︑又は当
該組合員が退職したとき︒
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における
当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるもの
として財務省令で定めるものが生じたとき︒
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこと
となつたとき︒

前項の規定による平均標準報酬額の計算その他同項の規定の適用に関

たとき︒

五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始し
２
し必要な事項は︑政令で定める︒
︵併給の調整︶
第七十四条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者
が当該各号に定める場合に該当するときは︑その該当する間︑当該年金

︵併給の調整︶

付︵老齢を給付事由とする年金である給付を除く︒︶を受けることが

る年金である保険給付を除く︒︶又は国民年金法による年金である給

︶︑厚生年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とす

よる年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒

給付事由とする年金である給付を除く︒︶︑私立学校教職員共済法に

及び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を

共済組合法︵第十一章を除く︒以下この条︑次条︑第七十九条第六項

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等

できるとき︒

付︵老齢を給付事由とする年金である給付を除く︒︶を受けることが

る年金である保険給付を除く︒︶又は国民年金法による年金である給

︶︑厚生年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とす

よる年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒

給付事由とする年金である給付を除く︒︶︑私立学校教職員共済法に

及び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を

共済組合法︵第十一章を除く︒以下この条︑次条︑第七十九条第三項

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等

第七十四条 ︵同上︶

できるとき︒

二・三 ︵略︶

である給付は︑その支給を停止する︒

二・三 ︵略︶
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２〜６ ︵略︶
︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶
前項の規定にかかわらず︑退職共済年金の受給権者が組合員である間

第七十九条 ︵略︶
２
において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは︑その期間
については︑退職共済年金の額のうち︑当該各号に定める金額に相当す
る部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り︑支
給の停止は︑行わない︒

２〜６ ︵略︶

︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶
第七十九条 ︵略︶
２ ︵同上︶

月以前の一年間の標準期末手当等の額の総額を十二で除して得た額と

を合算して得た額︵以下この項及び第八十七条第二項において﹁総報

月以前の一年間の標準期末手当等の額の総額を十二で除して得た額と

その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその

を合算して得た額︵以下この項及び第八十七条第二項において﹁総報

酬月額相当額﹂という︒︶と当該退職共済年金の額︵退職共済年金の

一

酬月額相当額﹂という︒︶と当該退職共済年金の額︵退職共済年金の

職域加算額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く︒︶の百分の

一 その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその

職域加算額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項

八十に相当する金額︵以下この項において﹁在職中支給基本額﹂とい

在職中支給基本額

において﹁在職中支給基本額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵

いう︒︶との合計額が二十八万円以下である場合

う︒︶を十二で除して得た金額︵以下この項において﹁基本月額﹂と

在職中支給基本額に相当する金額

以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が停止解除調
整開始額以下である場合

に相当する金額

在職中支給基本額に相当する金額から︑次の

ぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給

始額を超え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれ

満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から︑次のイからニ

らニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に

え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイか

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超

基本額に満たない場合

までに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定める金額

二

イからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定

に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開

める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

イ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

二

イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報

当額が四十八万円以下である場合

その者の総報酬月額相当額と基

酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合

本月額との合計額から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に

その者の総報

酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除
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して得た金額の二分の一に相当する金額

相当する金額

基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

当額が四十八万円を超える場合 四十八万円と基本月額との合計額

ロ

酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変

から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にそ

基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報

更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た

の者の総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た金額を加え

ロ

金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停

た金額

その者の総報酬月額相当額の二分の

ハ 基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月

が四十八万円以下である場合

ハ
額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月

一に相当する金額

基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

額相当額の二分の一に相当する金額
ニ

が四十八万円を超える場合 その者の総報酬月額相当額から二十四

ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月
額相当額が停止解除調整変更額を超える場合

万円を控除して得た金額

その者の総報酬月額

相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除し
て得た金額
３ 前項の停止解除調整開始額は︑二十八万円とする︒ただし︑二十八万
円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつ
て政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額︵その金額に五千円未満の
端数があるときは︑これを切り捨て︑五千円以上一万円未満の端数があ
るときは︑これを一万円に切り上げるものとする︒以下この項において
同じ︒︶が二十八万円︵この項の規定による停止解除調整開始額の改定
の措置が講じられたときは︑直近の当該措置により改定した金額︶を超
え︑又は下るに至つた場合においては︑当該年度の四月分以後の停止解
除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する︒
４ 第二項の停止解除調整変更額は︑四十八万円とする︒ただし︑四十八
万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項
第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額︵その金額
に五千円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五千円以上一万円
未満の端数があるときは︑これを一万円に切り上げるものとする︒以下
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この項において同じ︒︶が四十八万円︵この項の規定による停止解除調
整変更額の改定の措置が講じられたときは︑直近の当該措置により改定
した金額︶を超え︑又は下るに至つた場合においては︑当該年度の四月
分以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する︒
５ 第三項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前
項ただし書の規定による停止解除調整変更額の改定の措置は︑政令で定
める︒

停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得

共済年金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給

額﹂という︒︶との合計額が支給停止調整額を超えるときは︑当該退職

において同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項において﹁基本月

加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項

収入月額相当額﹂という︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職域

額として政令で定める額︵以下この条及び第八十七条の二において﹁総

て︑その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する

二において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合におい

共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者︵第四項及び第八十七条の

会議員互助年金法︵昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等

入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは私学共済制度の加

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額の支給を停

を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額︵以

金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円

﹂という︒︶との合計額が四十八万円を超えるときは︑当該退職共済年

おいて同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項において﹁基本月額

算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項に

入月額相当額﹂という︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職域加

として政令で定める額︵以下この条及び第八十七条の二において﹁総収

︑その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する額

において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合において

共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者︵次項及び第八十七条の二

会議員互助年金法︵昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等

入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは私学共済制度の加

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

３・４ ︵略︶

た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額

止する︒ただし︑支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には

６・７ ︵略︶

の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該退職共済年金の額を超え
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る場合には︑その支給を停止する金額は︑当該退職共済年金の額に相当
限度とする︒

︑その支給を停止する金額は︑当該退職共済年金の額に相当する金額を

前項の支給停止調整額は︑四十八万円とする︒ただし︑四十八万円に

する金額を限度とする︒
２
平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項第二号
に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額︵その金額に五千
円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五千円以上一万円未満の
端数があるときは︑これを一万円に切り上げるものとする︒以下この項
において同じ︒︶が四十八万円︵この項の規定による支給停止調整額の
改定の措置が講じられたときは︑直近の当該措置により改定した金額︶
を超え︑又は下るに至つた場合においては︑当該年度の四月分以後の支
給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する︒
３ 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は︑政令で定

二第二項において﹁年金保険者等﹂という︒︶に対し︑第一項の規定に

項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団︵第八十七条の

庁長官︑地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一

必要があると認めるときは︑衆議院議長若しくは参議院議長︑社会保険

４ 連合会は︑第一項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため

退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収

第二項において﹁年金保険者等﹂という︒︶に対し︑前項の規定による

に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団︵第八十七条の二

長官︑地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項

要があると認めるときは︑衆議院議長若しくは参議院議長︑社会保険庁

２ 連合会は︑前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必

める︒

よる退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の

入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる︒

前二項に定めるもののほか︑第一項の規定による退職共済年金の支給

総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる︒
３

の停止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

５ 前各項に定めるもののほか︑第一項の規定による退職共済年金の支給
の停止に関し必要な事項は︑政令で定める︒

︵組合員である間の障害共済年金の支給の停止等︶
２ ︵同上︶

第八十七条 ︵略︶

︵組合員である間の障害共済年金の支給の停止等︶
前項の規定にかかわらず︑障害共済年金の受給権者が組合員である間

第八十七条 ︵略︶
２

において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは︑その期間
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については︑障害共済年金の額のうち︑当該各号に定める金額に相当す
る部分及び第八十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限
り︑支給の停止は︑行わない︒

の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く︒︶

その者の総報酬月額相当額と当該障害共済年金の額︵障害共済年金

の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く︒以

の百分の八十に相当する金額︵以下この項において﹁在職中支給基本

一

下この項において﹁在職中支給基本額﹂という︒︶を十二で除して得

額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵以下この項において﹁基本

その者の総報酬月額相当額と当該障害共済年金の額︵障害共済年金

た金額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が第

月額﹂という︒︶との合計額が二十八万円以下である場合

一

七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額︵以下この項において

給基本額に相当する金額

在職中支

﹁停止解除調整開始額﹂という︒︶以下である場合 在職中支給基本
額に相当する金額

ぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給

始額を超え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれ

満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から︑次のイからニ

らニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に

え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイか

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超

在職中支給基本額に相当する金額から︑次の

二

基本額に満たない場合

までに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定める金額

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開

イからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定

に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

二

める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

当額が四十八万円以下である場合

イ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

酬月額相当額が第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額︵

本月額との合計額から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に

イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報
以下この項において﹁停止解除調整変更額﹂という︒︶以下である

相当する金額

その者の総報酬月額相当額と基

場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解
除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

当額が四十八万円を超える場合 四十八万円と基本月額との合計額

ロ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変

から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にそ

基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報

更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た

の者の総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た金額を加え

ロ

金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停

基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

た金額
ハ

止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月
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額相当額が停止解除調整変更額以下である場合
額相当額の二分の一に相当する金額

その者の総報酬月

が四十八万円以下である場合
一に相当する金額

その者の総報酬月額相当額の二分の

３ 第七十九条第六項の規定は︑第八十三条第一項の規定により加給年金

額が加算された障害共済年金について準用する︒この場合において︑第

３ 第七十九条第三項の規定は︑第八十三条第一項の規定により加給年金

その者の総報酬月額相当額から二十四

ニ 基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額
が四十八万円を超える場合

基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月
額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額

万円を控除して得た金額

ニ
相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除し

額が加算された障害共済年金について準用する︒この場合において︑第

七十九条第三項中﹁前条第一項﹂とあるのは︑﹁第八十三条第一項﹂と

て得た金額

七十九条第六項中﹁前条第一項﹂とあるのは︑﹁第八十三条第一項﹂と

読み替えるものとする︒

︵厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止︶

４ ︵略︶

読み替えるものとする︒
４ ︵略︶
︵厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止︶

を超えるときは︑当該障害共済年金の額のうち︑総収入月額相当額と基

る支給停止調整額︵以下この項において﹁支給停止調整額﹂という︒︶

において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が第八十条第二項に規定す

除く︒以下この項において同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項

害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を

ある場合において︑その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額︵障

乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当

計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を

は︑当該障害共済年金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合

において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が四十八万円を超えるとき

除く︒以下この項において同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項

害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を

ある場合において︑その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額︵障

障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等で

本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相

する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該障害共済年金の

第八十七条の二

当する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂

額を超える場合には︑その支給を停止する金額は︑当該障害共済年金の

第八十七条の二 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等で

という︒︶に相当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当

額に相当する金額を限度とする︒
２・３ ︵略︶

該障害共済年金の額を超える場合には︑その支給を停止する金額は︑当
該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする︒
２・３ ︵略︶
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人の職員である組合員を除く︒︶に係る第二項に規定する費用について

員をいう︒以下この条において同じ︒︶である組合員︵特定独立行政法

の労働組合︵以下﹁職員団体﹂と総称する︒︶の事務に専ら従事する職

条第二項若しくは労働組合法︵昭和二十四年法律第百七十四号︶第二条

人等の労働関係に関する法律︵昭和二十三年法律第二百五十七号︶第四

５ 専従職員︵国家公務員法第百八条の二の職員団体又は特定独立行政法

２〜４ ︵略︶

第九十九条 ︵略︶

る費用については︑同項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑

は国立大学法人等の職員である組合員を除く︒︶に係る第二項に規定す

員をいう︒以下この条において同じ︒︶である組合員︵独立行政法人又

の労働組合︵以下﹁職員団体﹂と総称する︒︶の事務に専ら従事する職

条第二項若しくは労働組合法︵昭和二十四年法律第百七十四号︶第二条

人等の労働関係に関する法律︵昭和二十三年法律第二百五十七号︶第四

５ 専従職員︵国家公務員法第百八条の二の職員団体又は特定独立行政法

２〜４ ︵略︶

第九十九条 ︵略︶

︵費用負担の原則︶

は︑同項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑職員団体の負担

職員団体の負担金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第一号から第二号

︵費用負担の原則︶

金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第一号から第二号まで及び第四号

まで及び第四号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の負担

６ 独立行政法人又は国立大学法人等の職員︵専従職員を除く︒︶である

中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の負担金﹂として︑同
６ 特定独立行政法人の職員︵専従職員を除く︒︶である組合員に係る第

組合員に係る第二項に規定する費用については︑同項中﹁国又は公社の

金﹂として︑同項の規定を適用する︒

二項に規定する費用については︑同項中﹁国又は公社の負担金﹂とある

負担金﹂とあるのは︑﹁独立行政法人又は国立大学法人等の負担金﹂と

項の規定を適用する︒

のは︑﹁特定独立行政法人の負担金﹂として︑同項の規定を適用する︒

金﹂とあるのは﹁特定独立行政法人の負担金﹂として︑同項の規定を適

とあるのは﹁職員団体の負担金﹂と︑同項第五号中﹁国又は公社の負担

特定独立行政法人の負担金﹂と︑同項第四号中﹁国又は公社の負担金﹂

団体の負担金﹂と︑同項第三号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁

一号から第二号までの規定中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員

のは﹁︑職員団体の負担金及び特定独立行政法人の負担金﹂と︑同項第

に規定する費用については︑同項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とある

７ 特定独立行政法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項

政法人又は国立大学法人等の負担金﹂として︑同項の規定を適用する︒

負担金﹂と︑同項第五号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁独立行

金﹂と︑同項第四号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の

は公社の負担金﹂とあるのは﹁独立行政法人又は国立大学法人等の負担

社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の負担金﹂と︑同項第三号中﹁国又

学法人等の負担金﹂と︑同項第一号から第二号までの規定中﹁国又は公

負担金﹂とあるのは﹁︑職員団体の負担金及び独立行政法人又は国立大

員に係る第二項に規定する費用については︑同項中﹁及び国又は公社の

７ 独立行政法人又は国立大学法人等の職員であつて専従職員である組合

して︑同項の規定を適用する︒

用する︒
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︵育児休業期間中の掛金の特例︶

︵育児休業期間中の掛金の特例︶

定する任意継続組合員を除く︒︶が組合に申出をしたときは︑前条の規

ときは︑前条の規定にかかわらず︑その申出をした日の属する月からそ

条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く︒︶が組合に申出をした

育児休業規定により育児休業をしている組合員︵第百二十六

定にかかわらず︑その育児休業等を開始した日の属する月からその育児

の育児休業が終了する日︵その日が当該育児休業に係る子が一歳に達す

第百条の二

休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は︑

る日後であるときは︑当該育児休業に係る子が一歳に達する日︶の翌日

第百条の二 育児休業等をしている組合員︵第百二十六条の五第二項に規

徴収しない︒

の属する月の前月までの期間に係る掛金は︑徴収しない︒

第百二条 各省各庁の長︵環境大臣を含む︒︶︑特定独立行政法人︑公社

法人等︑公社又は職員団体は︑それぞれ第九十九条第二項︵同条第五項

第百二条 各省各庁の長︵環境大臣を含む︒︶︑独立行政法人︑国立大学

︵負担金︶

又は職員団体は︑それぞれ第九十九条第二項︵同条第五項から第七項ま

から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶の規定

︵負担金︶

での規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶の規定により国︑特

２・３ ︵略︶

により国︑独立行政法人︑国立大学法人等︑公社又は職員団体が負担す

２・３ ︵略︶

４ 組合は︑政令で定めるところにより︑第九十九条第二項第二号から第

定独立行政法人︑公社又は職員団体が負担すべき金額︵第百条の二の規

４ 組合は︑政令で定めるところにより︑第九十九条第二項第二号から第

五号までに掲げる費用︵同号に掲げる費用にあつては︑第二十四条第一

べき金額︵第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当

五号までに掲げる費用︵同号に掲げる費用にあつては︑第二十四条第一

項第七号に規定する長期給付に係るものに限る︒︶に充てるため国︑独

定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く︒︶を︑毎

項第七号に規定する長期給付に係るものに限る︒︶に充てるため国︑特

立行政法人︑国立大学法人等︑公社又は職員団体が負担すべき金額の全

する金額を除く︒︶を︑毎月組合に払い込まなければならない︒

定独立行政法人︑公社又は職員団体が負担すべき金額の全部又は一部を

部又は一部を︑当該金額の払込みがあるごとに︑連合会に払い込まなけ

月組合に払い込まなければならない︒

︑当該金額の払込みがあるごとに︑連合会に払い込まなければならない︒

ればならない︒

第百十四条の二 連合会は︑年金である給付に関する処分に関し必要があ

ると認めるときは︑受給権者に対する厚生年金保険法による年金である

第百十四条の二 連合会は︑年金である給付に関する処分に関し必要があ

︵資料の提供︶

ると認めるときは︑受給権者に対する厚生年金保険法による年金である

保険給付︑国民年金法による年金である給付︑地方公務員等共済組合法

︵資料の提供︶

保険給付︑国民年金法による年金である給付︑地方公務員等共済組合法
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日本私立学校振興・共済事業団又は第七十九条第六項に規定する政令で

で定める給付の支給状況につき︑社会保険庁長官︑地方の組合若しくは

いて準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶に規定する政令

給付又はその配偶者に対する第七十九条第六項︵第八十七条第三項にお

による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である

定める給付に係る制度の管掌機関に対し︑必要な資料の提供を求めるこ

日本私立学校振興・共済事業団又は第七十九条第三項に規定する政令で

で定める給付の支給状況につき︑社会保険庁長官︑地方の組合若しくは

いて準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶に規定する政令

給付又はその配偶者に対する第七十九条第三項︵第八十七条第三項にお

による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である

第百二十二条 国︑独立行政法人︑国立大学法人等又は公社は︑船員組合

定める給付に係る制度の管掌機関に対し︑必要な資料の提供を求めるこ

第百二十二条 国︑特定独立行政法人又は公社は︑船員組合員若しくは船

員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給

とができる︒

員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費

付に要する費用のうち︑船員保険法に規定する給付に要する費用に係る

とができる︒

用のうち︑船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分について

部分については︑第九十九条第二項の規定にかかわらず︑同法第六十条

︵船員組合員についての負担金の特例︶

は︑第九十九条第二項の規定にかかわらず︑同法第六十条第一項の規定

第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金

︵船員組合員についての負担金の特例︶

による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する︒

額を負担する︒

下﹁公庫等職員﹂という︒︶となるため退職した場合︵政令で定める場

使用される者︵役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く︒以

もののうち政令で定めるもの︵第四項において﹁公庫等﹂という︒︶に

務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する

第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業

いて公庫の予算及び決算に関する法律︵昭和二十六年法律第九十九号︶

除く︒︶が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ︑引き続

第百二十四条の二 組合員︵長期給付に関する規定の適用を受けない者を

合を除く︒︶又は組合員︵長期給付に関する規定の適用を受けない者を

下﹁公庫等職員﹂という︒︶となるため退職した場合︵政令で定める場

使用される者︵役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く︒以

もののうち政令で定めるもの︵第四項において﹁公庫等﹂という︒︶に

務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する

第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業

いて公庫の予算及び決算に関する法律︵昭和二十六年法律第九十九号︶

除く︒︶が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ︑引き続

第百二十四条の二 組合員︵長期給付に関する規定の適用を受けない者を

︵公庫等に転出した継続長期組合員についての特例︶

合を除く︒︶又は組合員︵長期給付に関する規定の適用を受けない者を

除く︒︶が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ︑引き続

︵公庫等に転出した継続長期組合員についての特例︶

除く︒︶が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ︑引き続
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する場合を含む︒︶﹂とあるのは﹁第九十九条第二項﹂と︑同条第四項

十九条第二項︵同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用

︑公社又は職員団体﹂とあるのは﹁公庫等又は特定公庫等﹂と︑﹁第九

立行政法人︑公社又は職員団体﹂とあり︑及び﹁国︑特定独立行政法人

﹂と︑第百二条第一項中﹁各省各庁の長︵環境大臣を含む︒︶︑特定独

中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁公庫等又は特定公庫等の負担金

定公庫等の負担金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第二号及び第三号

九条第二項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑公庫等又は特

この場合においては︑第四章中﹁公務﹂とあるのは﹁業務﹂と︑第九十

において同じ︒︶の際に所属していた組合の組合員であるものとする︒

︵公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう︒以下この条

その者は︑当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出

段の定めがあるものを除き︑その者の退職は︑なかつたものとみなし︑

関する規定︵第四十一条第二項の規定を除く︒︶の適用については︑別

なるため退職した場合︵政令で定める場合を除く︒︶には︑長期給付に

服することを要しない者を除く︒以下﹁特定公庫等役員﹂という︒︶と

めるもの︵同項において﹁特定公庫等﹂という︒︶の役員︵常時勤務に

業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定

いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその

条第二項﹂と︑同条第四項中﹁職員団体﹂とあるのは﹁公庫等若しくは

規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶﹂とあるのは﹁第九十九

は特定公庫等﹂と︑﹁第九十九条第二項︵同条第五項から第七項までの

行政法人︑国立大学法人等︑公社又は職員団体﹂とあるのは﹁公庫等又

政法人︑国立大学法人等︑公社又は職員団体﹂とあり︑及び﹁国︑独立

﹂と︑第百二条第一項中﹁各省各庁の長︵環境大臣を含む︒︶︑独立行

中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁公庫等又は特定公庫等の負担金

定公庫等の負担金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第二号及び第三号

九条第二項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑公庫等又は特

この場合においては︑第四章中﹁公務﹂とあるのは﹁業務﹂と︑第九十

において同じ︒︶の際に所属していた組合の組合員であるものとする︒

︵公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう︒以下この条

その者は︑当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出

段の定めがあるものを除き︑その者の退職は︑なかつたものとみなし︑

関する規定︵第四十一条第二項の規定を除く︒︶の適用については︑別

なるため退職した場合︵政令で定める場合を除く︒︶には︑長期給付に

服することを要しない者を除く︒以下﹁特定公庫等役員﹂という︒︶と

めるもの︵同項において﹁特定公庫等﹂という︒︶の役員︵常時勤務に

業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定

いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその

２〜５ ︵略︶

特定公庫等﹂とする︒

中﹁職員団体﹂とあるのは﹁公庫等若しくは特定公庫等﹂とする︒
２〜５ ︵略︶
︵特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務
することを要する者の取扱い︶
第百二十四条の三 特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第三
に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者︵特定
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独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務するこ
とを要しない者で政令で定めるものを含むものとし︑臨時に使用される
者その他の政令で定める者を含まないものとする︒︶は︑職員とみなし
て︑この法律の規定を適用する︒この場合においては︑第三条第一項中
﹁及びその所管する特定独立行政法人﹂とあるのは﹁並びにその所管す
る特定独立行政法人︑第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち
別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等﹂と︑第八条
第一項中﹁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人﹂とあるのは
﹁並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人︑第三十一条第一号
に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定す
る国立大学法人等﹂と︑第三十七条第一項中﹁及び当該各省各庁の所管
する特定独立行政法人﹂とあるのは﹁並びに当該各省各庁の所管する特
定独立行政法人︑独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大
学法人等﹂と︑第四章中﹁公務﹂とあるのは﹁業務﹂と︑第九十九条第
五項から第七項までの規定中﹁特定独立行政法人﹂とあるのは﹁特定独
立行政法人︑独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法
人等﹂と︑第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中﹁特定独立
行政法人﹂とあるのは﹁特定独立行政法人︑独立行政法人のうち別表第
三に掲げるもの︑国立大学法人等﹂とするほか︑必要な技術的読替えは
︑政令で定める︒

律︵第四十一条第二項及び第百二十四条の二を除く︒︶の規定を適用す

組合職員﹂という︒︶は︑当該組合を組織する職員とみなして︑この法

第百二十五条 組合に使用される者でその運営規則で定めるもの︵以下﹁

においては︑第四章中﹁公務﹂とあるのは﹁業務﹂と︑第九十九条第二

律︵第四十一条第二項及び前条を除く︒︶の規定を適用する︒この場合

組合職員﹂という︒︶は︑当該組合を組織する職員とみなして︑この法

第百二十五条 組合に使用される者でその運営規則で定めるもの︵以下﹁

︵組合職員の取扱い︶

る︒この場合においては︑第四章中﹁公務﹂とあるのは﹁業務﹂と︑第

項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑組合の負担金及び国又

︵組合職員の取扱い︶

九十九条第二項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑組合の負
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担金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第一号から第四号までの規定中

の負担金﹂とあるのは﹁組合の負担金﹂とする︒

は公社の負担金﹂と︑同項第一号から第四号までの規定中﹁国又は公社

一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満

の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数が

一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満

２ ︵同上︶

第十二条の四の二 ︵略︶

附 則

﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁組合の負担金﹂とする︒
附 則

前項の請求があつたときは︑退職共済年金の額を改定するものとし︑

第十二条の四の二 ︵略︶
２
当該請求に係る退職共済年金の額は︑第七十七条第一項及び第二項の規

の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数が

あるときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の

定にかかわらず︑次の各号に掲げる金額の合算額とする︒

あるときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の

二 ︵略︶

月数︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百四十四月︶を乗

二 ︵略︶

３〜５ ︵略︶

月数︵当該月数が四百八十月を超えるときは︑四百八十月︶を乗じて

３〜５ ︵略︶

第十二条の六の三 ︵略︶

じて得た金額

第十二条の六の三 ︵略︶

２ ︵略︶

得た金額

２ ︵略︶

の組合員期間の月数︵当該月数が四百八十月を超えるときは︑四百八十

日の翌日の属する月において︑当該年齢に達した日の翌日の属する月前

金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した

に満たないものに限る︒次項において同じ︒︶が加算された退職共済年

四十四月︶が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を

前の組合員期間の月数︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百

た日の翌日の属する月において︑当該年齢に達した日の翌日の属する月

年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達し

月に満たないものに限る︒次項において同じ︒︶が加算された退職共済

３ 繰上げ調整額︵その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四

月︶が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超える

超えるときは︑退職共済年金の額を改定するものとし︑当該退職共済年

繰上げ調整額︵その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月

ときは︑退職共済年金の額を改定するものとし︑当該退職共済年金の額

金の額は︑第一項の規定にかかわらず︑当該退職共済年金の額︵繰上げ

３

は︑第一項の規定にかかわらず︑当該退職共済年金の額︵繰上げ調整額
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に規定する金額をいう︒︶とを合算した金額を加算した金額とする︒

の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号

を除く︒︶に︑当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額︵当該超える月数

第一号に規定する金額をいう︒︶とを合算した金額を加算した金額とす

る月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項

調整額を除く︒︶に︑当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額︵当該超え

る︒

において同じ︒︶に︑当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額︵当該退職

︑当該改定に係る退職共済年金の額︵繰上げ調整額を除く︒以下この項

ときは︑当該退職共済年金の額は︑第一項及び前項の規定にかかわらず

において︑第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定する

三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後

共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数︵当該月数が四百四

において同じ︒︶に︑当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額︵当該退職

︑当該改定に係る退職共済年金の額︵繰上げ調整額を除く︒以下この項

ときは︑当該退職共済年金の額は︑第一項及び前項の規定にかかわらず

において︑第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定する

三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後

４ 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の

共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数︵当該月数が四百八

十四月を超えるときは︑四百四十四月︶から当該繰上げ調整額の算定の

繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の

十月を超えるときは︑四百八十月︶から当該繰上げ調整額の算定の基礎

基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎と

４

となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として

して算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう
５・６ ︵略︶

算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう︒︶
５・６ ︵略︶

第十二条の七の五

︒︶とを合算した金額を加算した金額とする︒

第十二条の七の五

２・３ ︵略︶

とを合算した金額を加算した金額とする︒

２・３ ︵略︶

繰上げ調整額を除く︒以下この項において同じ︒︶の算定の基礎となる

達した月において︑当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額︵

金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に

に満たないものに限る︒次項において同じ︒︶が加算された退職共済年

る組合員期間の月数︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百四

︵繰上げ調整額を除く︒以下この項において同じ︒︶の算定の基礎とな

に達した月において︑当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額

年金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢

月に満たないものに限る︒次項において同じ︒︶が加算された退職共済

４ 繰上げ調整額︵その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四

組合員期間の月数︵当該月数が四百八十月を超えるときは︑四百八十月

十四月︶が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超える

繰上げ調整額︵その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月

︶が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは

ときは︑退職共済年金の額を改定するものとし︑当該退職共済年金の額

４

︑退職共済年金の額を改定するものとし︑当該退職共済年金の額は︑第
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七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において︑

５ 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の

第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは︑当

七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において︑

５ 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の

は︑第一項の規定にかかわらず︑当該現に受けている退職共済年金の額

第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは︑当

該退職共済年金の額は︑第一項及び前項の規定にかかわらず︑当該改定

一項の規定にかかわらず︑当該現に受けている退職共済年金の額に︑当

該退職共済年金の額は︑第一項及び前項の規定にかかわらず︑当該改定

に係る退職共済年金の額︵繰上げ調整額を除く︒以下この項において同

に︑当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定

に係る退職共済年金の額︵繰上げ調整額を除く︒以下この項において同

じ︒︶に︑当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定

該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附

じ︒︶に︑当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定

の基礎となる組合員期間の月数︵当該月数が四百四十四月を超えるとき

した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金

の基礎となる組合員期間の月数︵当該月数が四百八十月を超えるときは

は︑四百四十四月︶から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期

則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加

︑四百八十月︶から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の

間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第

額を加算した金額とする︒

月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二

十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算し

算した金額とする︒

条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算した金

た金額とする︒
６ ︵略︶

︵略︶

︵衛視等に対する退職共済年金等の特例︶
第十三条 ︵同上︶

︵略︶

︵略︶

額とする︒
６ ︵略︶
︵衛視等に対する退職共済年金等の特例︶
第十三条 特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適

︵略︶

用については︑これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒
︵略︶

附則第十二条の四 当該月数が四百四十四月を 当該月数が︑二百四十

︵略︶

附則第十二条の四 当該月数が四百八十月を超 当該月数が︑二百四十

十四月を超えるときは

百四十月とし︑四百四

の二第二項第一号 超えるときは︑四百四十四 月未満であるときは二
月

月未満であるときは二

の二第二項第一号 えるときは︑四百八十月

百四十月とし︑四百八
十月を超えるときは四
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百八十月とする︒
︵略︶

︵略︶

四百四十四月とする︒

︵略︶

附則第十二条の六 当該月数が四百四十四月を 当該月数が︑二百四十

︵略︶

附則第十二条の六 当該月数が四百八十月を越 当該月数が︑二百四十

の三第三項及び第 越えるときは︑四百四十四 月未満であるときは二

︵略︶
月未満であるときは二

︵略︶
の三第三項及び第 えるときは︑四百八十月
四項

百四十月とし︑四百四

百四十月とし︑四百八

月

四項

十四月を超えるときは

︵略︶

十月を超えるときは四

︵略︶

四百四十四月とする︒
︵略︶

百八十月とする︒
︵略︶

附則第十二条の七 当該月数が四百四十四月を 当該月数が︑二百四十

︵略︶

附則第十二条の七 当該月数が四百八十月を超 当該月数が︑二百四十

の五第四項及び第 超えるときは︑四百四十四 月未満であるときは二

︵略︶
月未満であるときは二

百四十月とし︑四百四

の五第四項及び第 えるときは︑四百八十月

月

五項

十四月を超えるときは

︵略︶

脱退一時金の額は︑その者の組合員期間に応じて︑当該組合員期間の

︵略︶

十月を超えるときは四

︵略︶

四百四十四月とする︒
︵略︶

３

２ ︵略︶

第十三条の十

︵日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給︶

２ ︵略︶

百八十月とする︒
︵略︶

百四十月とし︑四百八

︵略︶

五項

︵略︶
２ ︵略︶

︵略︶

︵日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給︶
第十三条の十
２ ︵略︶
脱退一時金の額は︑その者の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛

計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末

３

金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を︑当該

期

率

手当等の額の総額を︑当該組合員期間の月数で除して得た金額に次の表

員

間

組合員期間の月数で除して得た金額に支給率を乗じて得た金額とする︒

合

に定める率を乗じて得た金額とする︒
組
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４

前項の支給率は︑最終月︵最後に組合員の資格を喪失した日の属する

月の前月をいう︒以下この項において同じ︒︶の属する年の前年十月に
おける︑標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金
の割合︵長期給付に係るものに限り︑最終月が一月から八月までに属す
る場合は前々年十月における当該割合とする︒︶に次の表の上欄に定め
る組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし︑
その率に少数点以下一位未満の端数があるときは︑これを四捨五入する︒

一二月以上一八月未満

一八

一二

六

一八月以上二四月未満

二四

六月以上一二月未満

二四月以上三〇月未満

三六月以上

三〇月以上三六月未満

二四月以上三〇月未満

一八月以上二四月未満

一二月以上一八月未満

六月以上一二月未満

二・四

二・〇

一・六

一・二

〇・八

〇・四
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三六月以上

三〇月以上三六月未満
三六

三〇

５〜７ ︵略︶
︵短期給付に係る財政調整事業︶

４〜６ ︵略︶
︵短期給付に係る財政調整事業︶
第十四条の三 ︵略︶

前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は

第十四条の三 ︵略︶

５

２〜４ ︵略︶

前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は

２〜４ ︵略︶
５

︵略︶

︑国︑独立行政法人︑国立大学法人等︑公社若しくは職員団体又は組合

６〜

︑国︑特定独立行政法人︑公社若しくは職員団体︑独立行政法人のうち

法
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若しくは連合会が︑政令で定めるところにより︑負担するものとする︒

拠

︵平成十五年法律第百十三号︶

10

別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会
︵略︶

称

根

が︑政令で定めるところにより︑負担するものとする︒
６〜

名
独立行政法人国立青年の家

機構

独立行政法人国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構法

成十二年法律第八十八号︶

独立行政法人教員研修センター 独立行政法人教員研修センター法︵平

成十一年法律第百七十号︶

独立行政法人国立少年自然の家 独立行政法人国立少年自然の家法︵平

一年法律第百六十九号︶

独立行政法人国立青年の家法︵平成十

別表第三︵第百二十四条の三関係︶

10

法︵平成十五年法律第百十四号︶

独立行政法人大学評価・学位授 独立行政法人大学評価・学位授与機構
与機構
ター法︵平成十五年法律第百十五号︶

独立行政法人国立大学財務・経 独立行政法人国立大学財務・経営セン
営センター
ー法︵平成十五年法律第百十六号︶

独立行政法人メディア教育開発 独立行政法人メディア教育開発センタ
センター
独立行政法人経済産業研究所法︵平成
貿易保険法︵昭和二十五年法律第六十

十一年法律第二百号︶

独立行政法人経済産業研究所
独立行政法人日本貿易保険
七号︶
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正

案

現

︵傍線の部分は改正部分︶

︶︑厚生年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とす

よる年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒

給付事由とする年金である給付を除く︒︶︑私立学校教職員共済法に

及び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を

共済組合法︵第十一章を除く︒以下この条︑次条︑第七十九条第六項

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等

る年金である保険給付を除く︒︶又は国民年金法による年金である給

︶︑厚生年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とす

よる年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒

給付事由とする年金である給付を除く︒︶︑私立学校教職員共済法に

及び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を

共済組合法︵第十一章を除く︒以下この条︑次条︑第七十九条第六項

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等

行

る年金である保険給付を除く︒︶又は国民年金法による年金である給

付︵老齢を給付事由とする年金である給付を除く︒︶を受けることが

第七十四条 ︵同上︶

︵併給の調整︶

◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻平成十八年四月一日施行分︼
︵第三条関係︶
改
︵併給の調整︶
第七十四条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者
が当該各号に定める場合に該当するときは︑その該当する間︑当該年金

付︵老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする

できるとき︒

である給付は︑その支給を停止する︒

年金である給付︵その受給権者が六十五歳に達しているものに限る︒

二 ︵略︶

︶を除く︒︶を受けることができるとき︒
二 ︵略︶

三

事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該

遺族共済年金の受給権者にあつては︑当該遺族共済年金と同一の給付

保険給付︵第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される

済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である

︑地方公務員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共

当することにより支給される年金である給付を除く︒︶又は国民年金

事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該

遺族共済年金の受給権者にあつては︑当該遺族共済年金と同一の給付

保険給付︵第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される

済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である

︑地方公務員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共

遺族共済年金 退職共済年金︑障害共済年金若しくは遺族共済年金

三 遺族共済年金 退職共済年金︑障害共済年金若しくは遺族共済年金

当することにより支給される年金である給付を除く︒︶又は国民年金
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に達しているものに限る︒︶並びに当該遺族共済年金と同一の給付事

障害を給付事由とする年金である給付︵これらの受給権者が六十五歳

法による年金である給付︵老齢を給付事由とする年金である給付及び

を受けることができるとき︒

年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く︒︶

の受給権者が六十五歳に達しているものに限る︒︶及び当該遺族共済

法による年金である給付︵老齢を給付事由とする年金である給付︵そ

２〜６ ︵略︶

由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く︒︶を受けることができ
るとき︒
２〜６ ︵略︶

第七十九条 ︵略︶

︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶

第七十九条 ︵略︶

２〜６ ︵略︶

︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶
２〜６ ︵略︶

ては︑当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項

前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金につい

ては︑当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項

の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支

７

の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四

給を受けることができるときは︑その間︑前条第一項の規定により加算

前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金につい

条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生

する金額に相当する部分の支給を停止する︒

７

年金の支給を受けることができるときは︑その間︑前条第一項の規定に
より加算する金額に相当する部分の支給を停止する︒
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現

︵傍線の部分は改正部分︶

行

(

)

(

)

第四十二条 ︵略︶

案

第四十二条 ︵略︶

２ 組合は︑毎年七月一日において︑現に組合員である者の同日前三月間

正

◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻平成十八年七月一日施行分︼
︵第四条関係︶
改

２ 組合は︑毎年七月一日において︑現に組合員である者の同日前三月間

︵同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし︑かつ︑報酬支払

標準報酬

︵同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし︑かつ︑報酬支払

の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは︑その月は除く

標準報酬

の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは︑その月は除く

︒︶に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額と
３〜６ ︵略︶

︒︶に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額と
３〜６ ︵略︶

７ 組合は︑組合員が継続した三月間︵各月とも︑報酬支払の基礎となつ

して︑標準報酬を決定する︒

７ 組合は︑組合員が継続した三月間︵各月とも︑報酬支払の基礎となつ

た日数が︑二十日以上でなければならない︒︶に受けた報酬の総額を三

して︑標準報酬を決定する︒

た日数が︑十七日以上でなければならない︒︶に受けた報酬の総額を三

８ ︵略︶

で除して得た額が︑その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて

８ ︵略︶

９ 組合は︑育児休業︑介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

で除して得た額が︑その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて

９ 組合は︑育児休業︑介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律︵平成三年法律第七十六号︶第二条第一号の規定による育

著しく高低を生じ︑財務省令で定める程度に達したときは︑その額を報

に関する法律︵平成三年法律第七十六号︶第二条第一号の規定による育

児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置に

著しく高低を生じ︑財務省令で定める程度に達したときは︑その額を報

児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置に

よる休業︑国会職員の育児休業等に関する法律︵平成三年法律第百八号

酬月額として︑その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定す

よる休業︑国会職員の育児休業等に関する法律︵平成三年法律第百八号

︶第三条第一項の規定による育児休業︑国家公務員の育児休業等に関す

酬月額として︑その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定す

︶第三条第一項の規定による育児休業︑国家公務員の育児休業等に関す

る法律︵平成三年法律第百九号︶第三条第一項︵同法第十三条及び裁判

るものとする︒

る法律︵平成三年法律第百九号︶第三条第一項︵同法第十三条及び裁判

所職員臨時措置法︵昭和二十六年法律第二百九十九号︶︵第八号に係る

るものとする︒

所職員臨時措置法︵昭和二十六年法律第二百九十九号︶︵第八号に係る
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つた日数が十七日未満である月があるときは︑その月は除く︒︶に受け

続して組合員であつた期間に限るものとし︑かつ︑報酬支払の基礎とな

了日の翌日が属する月以後三月間︵育児休業等終了日の翌日において継

い子を養育する場合において︑組合に申出をしたときは︑育児休業等終

休業等終了日﹂という︒︶において当該育児休業等に係る三歳に満たな

た組合員が︑当該育児休業等を終了した日︵以下この条において﹁育児

第一項の規定による育児休業︵以下﹁育児休業等﹂という︒︶を終了し

又は裁判官の育児休業に関する法律︵平成三年法律第百十一号︶第二条

部分に限る︒︶において準用する場合を含む︒︶の規定による育児休業

た報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として︑標準

つた日数が二十日未満である月があるときは︑その月は除く︒︶に受け

続して組合員であつた期間に限るものとし︑かつ︑報酬支払の基礎とな

了日の翌日が属する月以後三月間︵育児休業等終了日の翌日において継

い子を養育する場合において︑組合に申出をしたときは︑育児休業等終

休業等終了日﹂という︒︶において当該育児休業等に係る三歳に満たな

た組合員が︑当該育児休業等を終了した日︵以下この条において﹁育児

第一項の規定による育児休業︵以下﹁育児休業等﹂という︒︶を終了し

又は裁判官の育児休業に関する法律︵平成三年法律第百十一号︶第二条

部分に限る︒︶において準用する場合を含む︒︶の規定による育児休業

︵略︶
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た報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として︑標準

・

10

報酬を改定するものとする︒

︵略︶

11

報酬を改定するものとする︒
・
10

11

正

案

◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻平成十九年四月一日施行分︼
︵第五条関係︶
改
目次

現

−

−

第一章〜第三章 ︵略︶

目次
第一章〜第三章 ︵略︶

第一節・第二節 ︵略︶

第四章 給付

第一節・第二節 ︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

−

遺族共済年金︵第八十八条 第九十三条の三︶

第五章〜第九章 ︵略︶

第四節 ︵略︶

第四款

第一款〜第三款 ︵略︶

第三節 長期給付

第四章 給付

第九十

第三節 長期給付
遺族共済年金︵第八十八条 第九十三条の四︶

第一款〜第三款 ︵略︶
第四款

第五款 離婚等をした場合における特例︵第九十三条の五
三条の十二︶
第四節 ︵略︶
第五章〜第九章 ︵略︶

︵略︶

附則

︵略︶

附則

︵併給の調整︶

第十一章を除く︒以下この条︑第七十八条の二︑第七十九条第六項及

が六十五歳に達しているものを除く︒︶︑地方公務員等共済組合法︵

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︵その受給権者

給付事由とする年金である給付を除く︒︶︑私立学校教職員共済法に

及び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を

共済組合法︵第十一章を除く︒以下この条︑次条︑第七十九条第六項

一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等

第七十四条 ︵同上︶

︵併給の調整︶
第七十四条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者
が当該各号に定める場合に該当するときは︑その該当する間︑当該年金

び第百十四条の二において同じ︒︶による年金である給付︵退職を給

よる年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒

である給付は︑その支給を停止する︒

付事由とする年金である給付及び地方公務員等共済組合法による年金
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よる年金である給付で遺族共済年金に相当するもの︵その受給権者が

る年金である給付︵退職を給付事由とする年金である給付及び同法に

に達しているものに限る︒︶を除く︒︶︑私立学校教職員共済法によ

である給付で遺族共済年金に相当するもの︵その受給権者が六十五歳

︶を除く︒︶を受けることができるとき︒

年金である給付︵その受給権者が六十五歳に達しているものに限る︒

付︵老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする

る年金である保険給付を除く︒︶又は国民年金法による年金である給

︶︑厚生年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とす

二 ︵略︶

六十五歳に達しているものに限る︒︶を除く︒︶︑厚生年金保険法に
よる年金である保険給付︵老齢を給付事由とする年金である保険給付
及び同法による遺族厚生年金︵その受給権者が六十五歳に達している
ものに限る︒︶を除く︒︶又は国民年金法による年金である給付︵老
齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金で
ある給付︵その受給権者が六十五歳に達しているものに限る︒︶を除
く︒︶を受けることができるとき︒
二 ︵略︶

を除くものとし︑第八十八条第一項第四号に該当することにより支給

厚生年金︵これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る︒︶

る給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢

方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金であ

金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付︵地

等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共済法による年

るものを除く︒︶︑障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員

障害を給付事由とする年金である給付︵これらの受給権者が六十五歳

法による年金である給付︵老齢を給付事由とする年金である給付及び

当することにより支給される年金である給付を除く︒︶又は国民年金

事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該

遺族共済年金の受給権者にあつては︑当該遺族共済年金と同一の給付

保険給付︵第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される

済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である

︑地方公務員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共

遺族共済年金 退職共済年金︑障害共済年金若しくは遺族共済年金

される遺族共済年金の受給権者にあつては︑当該遺族共済年金と同一

に達しているものに限る︒︶並びに当該遺族共済年金と同一の給付事

三

の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規

由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く︒︶を受けることができ

遺族共済年金 退職共済年金︵その受給権者が六十五歳に達してい

定に該当することにより支給される年金である給付を除く︒︶又は国

るとき︒

三

民年金法による年金である給付︵老齢を給付事由とする年金である給
付及び障害を給付事由とする年金である給付︵これらの受給権者が六
十五歳に達しているものに限る︒︶並びに当該遺族共済年金と同一の
給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く︒︶を受けること
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ができるとき︒

以下﹁障害共済年金の職域加算額﹂という︒︶に相当する金額又は遺族

あるときは︑同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額︶を含む︒

該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたもので

第三項において準用する場合を含む︒︶の規定により算定する金額︵当

条第一項第二号に掲げる金額︵同条第二項又は第八十五条第二項︵同条

加算額﹂という︒︶に相当する金額︑障害共済年金の額のうち第八十二

七十七条第二項の規定により加算する金額︵以下﹁退職共済年金の職域

年金である給付の支給が停止されるときは︑退職共済年金の額のうち第

る給付を受けることができる場合を除く︒︶に該当してこの法律による

該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金であ

合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合︵当

くは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場

共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げ

以下﹁障害共済年金の職域加算額﹂という︒︶に相当する金額又は遺族

あるときは︑同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額︶を含む︒

該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたもので

第三項において準用する場合を含む︒︶の規定により算定する金額︵当

条第一項第二号に掲げる金額︵同条第二項又は第八十五条第二項︵同条

加算額﹂という︒︶に相当する金額︑障害共済年金の額のうち第八十二

七十七条第二項の規定により加算する金額︵以下﹁退職共済年金の職域

年金である給付の支給が停止されるときは︑退職共済年金の額のうち第

る給付を受けることができる場合を除く︒︶に該当してこの法律による

該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金であ

合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合︵当

くは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場

前項の規定により︑私立学校教職員共済法による年金である給付若し

共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号イ⑵若しくは同号ロ⑵に掲

る金額︵同条第二項の規定により算定する金額︵当該遺族共済年金の額

２

げる金額︵同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げ

が同条第三項の規定により算定されたものであるときは︑同項に定める

前項の規定により︑私立学校教職員共済法による年金である給付若し

る金額︵当該遺族共済年金の額が同条第四項の規定により算定されたも

金額のうち政令で定める金額︶を含む︒以下﹁遺族共済年金の職域加算

２

のであるときは︑同項に定める金額のうち政令で定める金額︶を含む︒

額﹂という︒︶に相当する金額については︑その支給の停止を行わない︒

は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除

第七十四条の二 この法律による年金である給付︵この法律の他の規定又

解除されているものを除く︒︶の受給権者︵配偶者に対する遺族共済年

た退職共済年金︵同条第三項又は第五項の規定によりその支給の停止が

第七十四条の二 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされ

３〜６ ︵略︶

以下﹁遺族共済年金の職域加算額﹂という︒︶に相当する金額について
は︑その支給の停止を行わない︒
３〜６ ︵略︶

く︒︶は︑その受給権者の申出により︑その全額の支給を停止する︒た

金又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校

︵受給権者の申出による支給停止︶

だし︑この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部に
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つき支給を停止されているときは︑停止されていない部分の金額の支給

くは厚生年金保険法による遺族厚生年金︵それぞれ配偶者に対するもの

教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若し

に限る︒︶を受ける権利を有するものに限る︒︶は︑当該退職共済年金

を停止する︒
前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金であ

に係る同条第三項の申請を行わないときは︑同条第一項の規定にかかわ

２
る給付について︑この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停

らず︑当該退職共済年金の額︵同条第二項の規定により支給の停止を行

額を控除して得た金額とし︑第七十九条第一項及び第二項又は第八十条

止が解除されたときは︑同項本文の年金である給付の全額の支給を停止
３ 第一項の申出は︑いつでも︑将来に向かつて撤回することができる︒

第一項の規定によりその額の一部の支給の停止を行うこととされる金額

わないこととされる金額があるときは当該退職共済年金の額から当該金

４ 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金である給付

があるときは当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額と

する︒

は︑政令で定める法令の規定の適用については︑その支給を停止されて

する︒次項において同じ︒︶の二分の一︵第七十八条第一項の規定によ

の額から当該加給年金額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

り加給年金額が加算された退職共済年金にあつては︑当該退職共済年金

いないものとみなす︒
５ 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し
必要な事項は︑政令で定める︒

に当該加給年金額を加算した金額︒次項において同じ︒︶に相当する部

前項の申請があつた場合には︑当該申請に係る退職共済年金について

分の支給の停止の解除を申請することができる︒
２

は︑前条第一項の規定にかかわらず︑当該退職共済年金の額の二分の一

に相当する部分の支給の停止は︑行わない︒この場合においては︑同条

第四項ただし書の規定を準用する︒

３ 退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若し

くは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当

するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金について︑第一項

の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるも

のによりその一部の支給の停止の解除を申請した者は︑遺族共済年金︵

配偶者に対するものに限る︒︶の額︵前条第二項の規定により支給の停

止を行わないこととされる金額があるときは︑当該遺族共済年金の額か

ら当該金額を控除して得た金額︒次項において同じ︒︶の三分の二に相

当する部分の支給の停止の解除を申請することができる︒
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４ 前項の申請があつた場合には︑当該申請に係る遺族共済年金について

は︑前条第一項の規定にかかわらず︑当該遺族共済年金の額の三分の二

に相当する部分の支給の停止は︑行わない︒この場合においては︑同条

前条第五項及び第六項の規定は︑第一項及び第三項の申請について準

第四項ただし書の規定を準用する︒
５

第七十八条 ︵略︶

２・３ ︵略︶

第七十八条 ︵略︶

用する︒

２・３ ︵略︶

４ ︵同上︶

三

配偶者が︑離婚をしたとき︒

一・二 ︵略︶

４ 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については
︑同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つ
たときは︑同項の規定にかかわらず︑その者は︑同項に規定する配偶者
又は子に該当しないものとして︑当該退職共済年金の額を改定する︒
配偶者が︑離婚又は婚姻の取消しをしたとき︒

一・二 ︵略︶
三

四〜十

︵略︶

四〜十

５ ︵略︶

︵略︶

５ ︵略︶
︵支給の繰下げ︶
第七十八条の二 退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した
日から起算して一年を経過した日︵以下この条において﹁一年を経過し
た日﹂という︒︶前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは︑
連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる︒た
だし︑その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに︑障害共済
年金若しくは遺族共済年金︑地方公務員等共済組合法による年金である
給付︵退職を給付事由とする年金である給付を除く︒以下この条におい
て同じ︒︶︑私立学校教職員共済法による年金である給付︵退職を給付
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事由とする年金である給付を除く︒以下この条において同じ︒︶︑厚生
年金保険法による年金である保険給付︵老齢を給付事由とする年金であ
る保険給付を除く︒以下この条において同じ︒︶若しくは国民年金法に
よる年金である給付︵老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を
給付事由とする年金である給付を除く︒以下この条において同じ︒︶の
受給権者であつたとき︑又は当該退職共済年金の受給権を取得した日か
ら一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年
金︑地方公務員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共
済法による年金である給付︑厚生年金保険法による年金である保険給付
若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは︑
この限りでない︒
２ 一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金︑地方公務
員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共済法による年
金である給付︑厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金
法による年金である給付︵以下この項において﹁障害共済年金等﹂とい
う︒︶の受給権者となつた者が︑障害共済年金等を支給すべき事由が生
じた日︵以下この項において﹁受給権者となつた日﹂という︒︶以後前
項の申出をしたときは︑次項の規定を適用する場合を除き︑受給権者と
なつた日において︑前項の申出があつたものとみなす︒
３ 第一項の申出をした者に対する退職共済年金は︑第七十三条第一項の
第一項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は︑第七十七条第

規定にかかわらず︑当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする︒
４

一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず︑これらの規定により算
定した金額に︑退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月ま
での組合員期間を基礎として第七十七条第一項及び第二項の規定の例に
より算定した金額並びに次条第二項の規定の例により算定したその支給
の停止を行わないものとされた金額又は第八十条第一項の規定の例によ
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り支給を停止するものとされた金額を勘案して政令で定める額を加算し
た金額とする︒

︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶
第七十九条 ︵略︶

︵組合員である間の退職共済年金の支給の停止等︶
第七十九条 ︵略︶
２

る部分︑第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前

については︑退職共済年金の額のうち︑当該各号に定める金額に相当す

において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは︑その期間

給の停止は︑行わない︒

る部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り︑支

については︑退職共済年金の額のうち︑当該各号に定める金額に相当す

において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは︑その期間

前項の規定にかかわらず︑退職共済年金の受給権者が組合員である間

２ 前項の規定にかかわらず︑退職共済年金の受給権者が組合員である間

条第四項の規定により加算される金額に相当する部分に限り︑支給の停
止は︑行わない︒

酬月額相当額﹂という︒︶と当該退職共済年金の額︵退職共済年金の

を合算して得た額︵以下この項及び第八十七条第二項において﹁総報

月以前の一年間の標準期末手当等の額の総額を十二で除して得た額と

職域加算額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項

酬月額相当額﹂という︒︶と当該退職共済年金の額︵退職共済年金の

を合算して得た額︵以下この項及び第八十七条第二項において﹁総報

月以前の一年間の標準期末手当等の額の総額を十二で除して得た額と

その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその

職域加算額︑第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項

において﹁在職中支給基本額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵

一

の規定により加算される金額を除く︒以下この項において﹁在職中支

以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が停止解除調

一 その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその

給基本額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵以下この項において

整開始額以下である場合
二 ︵略︶

在職中支給基本額に相当する金額

﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が停止解除調整開始額以下である
二 ︵略︶

３〜５ ︵略︶

場合 在職中支給基本額に相当する金額
３〜５ ︵略︶

６

年以上であるものに限るものとし︑その全額につき支給を停止されてい

者が︑退職共済年金︵その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十

については︑同項の規定によりその者について加算が行われている配偶

を除く︒︶若しくは障害共済年金︵その全額につき支給を停止されてい

であるものに限るものとし︑その全額につき支給を停止されているもの

退職共済年金︵その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上

ては︑同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が︑

前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金につい

６ 第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金

るものを除く︒︶若しくは障害共済年金︵その全額につき支給を停止さ
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加算する金額に相当する部分の支給を停止する︒

ることができるときは︑その間︑同項の規定により当該配偶者について

くは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受け

法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち︑退職︑老齢若し

年金である給付︑厚生年金保険法による年金である保険給付︑国民年金

務員等共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共済法による

れているものを除く︒︶の支給を受けることができるとき︑又は地方公

る金額に相当する部分の支給を停止する︒

ができるときは︑その間︑同項の規定により当該配偶者について加算す

害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けること

る障害基礎年金その他の年金である給付のうち︑退職︑老齢若しくは障

ある給付︑厚生年金保険法による年金である保険給付︑国民年金法によ

共済組合法による年金である給付︑私立学校教職員共済法による年金で

るものを除く︒︶の支給を受けることができるとき︑又は地方公務員等

の規定の適用を受ける者︵第四項及び第八十七条の二において﹁厚生年

昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等共済組合法第十一章

二十五条の三第一項に規定する特定教職員等又は国会議員互助年金法︵

給付に関する規定の適用を受けるもの若しくは私立学校教職員共済法第

十歳以上の使用される者︑私学共済制度の加入者で長期給付に相当する

則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは厚生年金保険法附

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する︒

齢厚生年金の支給を受けることができるときは︑その間︑第七十八条第

四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老

第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第

については︑当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二

収入月額相当額﹂という︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職域

額として政令で定める額︵以下この条及び第八十七条の二において﹁総

て︑その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する

二において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合におい

共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者︵第四項及び第八十七条の

会議員互助年金法︵昭和三十三年法律第七十号︶若しくは地方公務員等

入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国

十三号に規定する第四種被保険者を除く︒︶若しくは私学共済制度の加

法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第三十四号︶附則第五条第

第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者︵国民年金

︵厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止︶

より加算する金額に相当する部分の支給を停止する︒

年金の支給を受けることができるときは︑その間︑前条第一項の規定に

条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生

の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四

ては︑当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項

前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金につい

金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合において︑その者の前条第

加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く︒以下この項

７

二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する額として政令で定め

において同じ︒︶を十二で除して得た額︵以下この項において﹁基本月

７ 第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金

る額︵以下この条及び第八十七条の二において﹁総収入月額相当額﹂と
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額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の

調整額を超えるときは︑当該退職共済年金の額のうち︑総収入月額相当

額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が支給停止

算される金額を除く︒以下この項において同じ︒︶を十二で除して得た

第一項に規定する加給年金額及び第七十八条の二第四項の規定により加

いう︒︶と退職共済年金の額︵退職共済年金の職域加算額︑第七十八条

する金額を限度とする︒

る場合には︑その支給を停止する金額は︑当該退職共済年金の額に相当

の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該退職共済年金の額を超え

た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額

停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得

共済年金の額のうち︑総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給

額﹂という︒︶との合計額が支給停止調整額を超えるときは︑当該退職

︵遺族共済年金の額︶

２〜５ ︵略︶

一に相当する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停
止額﹂という︒︶に相当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止
額が当該退職共済年金の額を超える場合には︑その支給を停止する金額
は︑当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする︒
２〜５ ︵略︶
︵遺族共済年金の額︶
は︑次の各号に掲げる区分に応じ︑当該各号に定める金額とする︒ただ

一 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより

当該各号に定める金額とする︒

第八十九条 遺族共済年金の額は︑次の各号に掲げる年金の区分に応じ︑

し︑遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基

支給されるもの 次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得

第八十九条 遺族共済年金︵次項の規定が適用される場合を除く︒︶の額

づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは︑第一号に定

た金額

イ 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間

める金額とする︒
遺族︵次号に掲げる遺族を除く︒︶が遺族共済年金の支給を受ける

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶を乗じて得

一

こととなるとき 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ︑当該イ又

た金額の四分の三に相当する金額

前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することによ

はロに定める金額
イ

ロ 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶を乗じて得

り支給されるもの 次の⑴に掲げる金額に⑵に掲げる金額を加算し
て得た金額

た金額の四分の三に相当する金額

掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得た金額

二 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次のイに

⑴ 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期
間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶を乗じ
て得た金額の四分の三に相当する金額
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前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次の⑴

て得た金額の四分の三に相当する金額

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶を乗じ

⑵ 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期

ロ
に掲げる金額に⑵に掲げる金額を加算した金額

に定

（ii）

額

一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金

組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬額の千分の

又は

（ｉ）

⑴ 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期
に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ

間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
⑵ 次の 又は

（ii）

める金額の四分の三に相当する金額

（ｉ）

組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬額の千分の

〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金
額
二 遺族のうち︑退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする
年金である給付であつて政令で定めるもの︵以下この条︑次条及び第
九十一条の二において﹁退職共済年金等﹂という︒︶のいずれかの受
前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる額

給権を有する六十五歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受
けることとなるとき

を合算した金額のうちいずれか多い金額
イ 次の⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じ︑それぞれ⑴又は⑵に定
める額
⑴ 当該遺族が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による年
金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権を有してい
る場合 前号に定める金額の三分の二に相当する額
⑵ 当該遺族が⑴に掲げる年金である給付の受給権を有していない

イ 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間

の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額

ロ 次の⑴又は⑵に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ⑴又は⑵に定め

る金額の四分の三に相当する金額

⑴ 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬額の千分の一

・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

⑵ 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬額の千分の〇

・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
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（ｉ）

（ii）

場合 前号に定める金額から政令で定める額を控除した金額の三
分の二に相当する金額に当該政令で定める額を加算した額
ロ 当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額︵第
七十八条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当する
ものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共
済年金等にあつては︑これらの規定を適用しない額とする︒以下同
じ︒︶に相当する額から政令で定める額を控除した額の二分の一に
相当する額に政令で定める額を加算した額
のであり︑かつ︑その受給権者︵六十五歳に達している者であつて退職

う︒︶の額の算定については︑前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額

た場合における遺族共済年金︵以下﹁公務等による遺族共済年金﹂とい

２ 組合員が︑公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡し

共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る︒︶が当該遺族共

は︑これらの規定にかかわらず︑平均標準報酬額の千分の二・四六六に

遺族共済年金︵前条第一項第四号に該当することにより支給されるも

済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて

相当する金額に組合員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは

２

政令で定めるものの受給権を有する場合に限る︒︶の額は︑次の各号に

︑三百月︶を乗じて得た金額とする︒

イに掲げる金額がロに掲げる金額以上であるとき 前項第一号ロに

掲げる区分に応じ︑当該各号に定める金額とする︒
一

前項第一号ロの規定の例により算定した金額に︑厚生年金保険法

定める金額
イ

︑私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定める
ものの例により算定した金額を合算した金額︵以下この項において
﹁合算遺族給付額﹂という︒︶
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額の三分の二に相
当する金額︑当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の

イに掲

合計額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する金額
及び政令で定める額を加算した金額
二 前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たないとき

げる金額にロに掲げる比率を乗じて得た金額に︑政令で定める額を加
算した金額
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合算遺族給付額から政令で定める額を控除した金額に対する前項

イ 前号ロに掲げる金額から政令で定める額を控除した金額
ロ

場合における遺族共済年金︵以下﹁公務等による遺族共済年金﹂という

３ 組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した

五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるもの

た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑

３ 公務等による遺族共済年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得

第一号ロ⑴に掲げる金額の比率

︒︶の額を算定する場合における前二項の規定の適用については︑第一

とする︒︶より少ないときは︑当該金額を当該遺族共済年金の額とする︒

に定める金額﹂と︑﹁組合員期間が二十年以上である者﹂とあるのは
﹁第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者﹂と︑﹁千分
の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の二・四六六﹂と︑﹁月数﹂とあるの
遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における第一項

は﹁月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とする︒
４

第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定
の例により算定した金額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額︵
その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十円以
上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるものとする︒
︶より少ないときは︑当該金額をこれらの規定による金額とする︒
同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は︑第一項第一

定にかかわらず︑当該遺族ごとに前三項の規定を適用することとしたな

同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は︑前三項の規

第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族︵配偶者を除く︒︶に

号及び前二項の規定にかかわらず︑当該遺族ごとにこれらの規定を適用

らば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を︑それぞ

５ 第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族︵配偶者を除く︒︶に

することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当す
前各項に定めるもののほか︑遺族共済年金の額の算定について必要な

れ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする︒

６

る金額を︑それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする︒

４

項第一号イ⑵中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の二・四六六﹂
（ii）

と︑﹁乗じて得た金額の四分の三に相当する金額﹂とあるのは﹁乗じて
（ｉ）

又は に定める金額の四分の三に相当する金額﹂とあるのは﹁

（ii）

得た金額﹂と︑同号ロ⑵中﹁次の 又は に掲げる者の区分に応じ︑そ
れぞれ

（ｉ）

事項は︑政令で定める︒
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（ｉ）

第八十九条の二

前条第一項第一号の規定によりその額が算定される遺族

共済年金︵配偶者に対するものに限る︒︶の受給権者が六十五歳に達し
た日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において︑
同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第一号に定める金
額を上回るとき︑又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定め
る金額を上回るときは︑それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額
を合算した金額又は同条第二項第二号に定める金額に︑当該遺族共済年
金の額を改定する︒
２ 前条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が算定される遺
族共済年金は︑その額の算定の基礎となる退職共済年金等の額が第七十
七条第四項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定め
るものにより改定されたときは︑第七十三条第三項の規定にかかわらず
︑当該退職共済年金等の額が改定された月から当該遺族共済年金の額を
改定する︒ただし︑前条第一項第一号に定める金額又は同条第二項第一
号イの規定により算定される金額が︑それぞれ当該改定後の退職共済年
金等の額を基礎として算定した同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を
合算した金額又は同条第二項第一号ロに掲げる金額以上であるときは︑
遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項

この限りでない︒
３

の規定の適用については︑第一項中﹁前条第一項第一号﹂とあるのは﹁
前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号﹂と︑﹁遺族共済年金︵
﹂とあるのは﹁遺族共済年金︵同条第四項の規定の適用があるものを含
み︑﹂と︑﹁同項第二号イ﹂とあるのは﹁同条第三項の規定の適用後の
同条第一項第二号イ﹂と︑﹁が同項第一号に定める金額﹂とあるのは﹁
︵同条第四項の規定の適用があつたときは︑同項の規定の適用後の金額
とする︒︶が同条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号の規定によ
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り算定される金額︵同条第四項の規定の適用があつたときは︑同項の規
定の適用後の金額とする︒︶﹂と︑﹁金額に﹂とあるのは﹁金額︵同条
第四項の規定の適用があつたときは︑同項の規定の適用後の金額とする
︒︶に﹂と︑前項中﹁前条第一項第二号﹂とあるのは﹁前条第三項の規
定の適用後の同条第一項第二号﹂と︑﹁遺族共済年金は﹂とあるのは﹁
遺族共済年金︵同条第四項の規定の適用があるものを含む︒︶は﹂と︑
﹁前条第一項第一号﹂とあるのは﹁前条第三項の規定の適用後の同条第
一項第一号﹂と︑﹁算定される金額﹂とあるのは﹁算定される金額︵同
条第四項の規定の適用があつたときは︑同項の規定の適用後の金額とす
る︒︶﹂と︑﹁同条第一項第二号イ﹂とあるのは﹁同条第三項の規定の
適用後の同条第一項第二号イ﹂と︑﹁掲げる金額﹂とあるのは﹁掲げる
金額︵同条第四項の規定の適用があつたときは︑同項の規定の適用後の

五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるもの

た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑

十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得

の規定にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に国民年金法第三

十五歳未満の妻であるときは︑六十五歳に達するまでの間︑第八十九条

年未満であるものを除く︒︶の額は︑当該遺族共済年金の受給権者が六

支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十

第九十条 遺族共済年金︵第八十八条第一項第四号に該当することにより

︒︶を加算した金額とする︒

以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるものとする

︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十円

に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額

にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に国民年金法第三十八条

十五歳未満の妻であるときは︑六十五歳に達するまでの間︑前条の規定

年未満であるものを除く︒︶の額は︑当該遺族共済年金の受給権者が六

支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十

第九十条 遺族共済年金︵第八十八条第一項第四号に該当することにより

金額とする︒︶﹂とする︒

とする︒︶を加算した金額とする︒
第九十一条の二 遺族共済年金︵その受給権者が六十五歳に達しているも
のに限る︒︶は︑その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を
有するときは︑当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を
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控除して得た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂という︒︶に相
当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該遺族共済年金
の額から政令で定める額を控除して得た金額を超える場合には︑その支
給を停止する金額は︑当該遺族共済年金の額から当該政令で定める額を
控除して得た金額に相当する金額を限度とする︒
２ 第八十九条第二項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金
の受給権者に対する前項の規定の適用については︑同項中﹁退職共済年
金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額︵以下この項
において﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額﹂とあるのは﹁退職
共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額に第八
十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額︵以下この項におい
て﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額に政令で定める額を加算し
た金額﹂と︑﹁控除して得た金額に﹂とあるのは﹁控除して得た金額に
前二項に定めるもののほか︑遺族共済年金の額の支給の停止について

当該比率を乗じて得た金額に﹂とする︒
３
必要な事項は︑政令で定める︒

遺族共済年金の受給権者は︑次の各号のいずれかに該当

︵遺族共済年金の失権︶
第九十三条の二

するに至つたときは︑その権利を失う︒
一〜四 ︵略︶
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ︑当該イ又はロに定める日から起
算して五年を経過したとき︒
イ 遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該
遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎
年金の受給権を取得しないとき 当該遺族共済年金の受給権を取得
した日

︵遺族共済年金の失権︶
第九十三条の二 ︵同上︶
一〜四 ︵略︶
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ロ 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民
年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する
日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年

社会保険庁長官︑地方の組合及び日本私立学校振興・共

金の受給権が消滅した日
２ ︵略︶
︵情報の提供︶
第九十三条の四
済事業団は︑連合会に対し︑遺族共済年金の支給に関して必要な情報の

離婚等をした場合における特例

提供を行うものとする︒
第五款

第一号改定者︵組合員又は組合員であつた者であつて︑

︵離婚等をした場合における標準報酬の月額等の改定の特例︶
第九十三条の五

第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の
月額及び標準期末手当等の額が改定されるものをいう︒以下同じ︒︶又
は第二号改定者︵第一号改定者の配偶者であつた者であつて︑同条第一
項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手
当等の額が改定され︑又は決定されるものをいう︒以下同じ︒︶は︑離
婚等︵離婚︵婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
あつた者について︑当該事情が解消した場合を除く︒︶︑婚姻の取消し
その他財務省令で定める事由をいう︒以下この款において同じ︒︶をし
た場合であつて︑次の各号のいずれかに該当するときは︑組合︵組合員
であつた者又はその配偶者であつた者にあつては︑連合会︒以下この款
において同じ︒︶に対し︑当該離婚等について対象期間︵婚姻期間その
他の財務省令で定める期間をいう︒以下同じ︒︶に係る組合員期間の標

２ ︵略︶
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準報酬の月額及び標準期末手当等の額︵第一号改定者及び第二号改定者
︵以下これらの者を﹁当事者﹂という︒︶の標準報酬の月額及び標準期
末手当等の額をいう︒以下この款において同じ︒︶の改定又は決定を請
求することができる︒ただし︑当該離婚等をしたときから二年を経過し
たときその他の財務省令で定める場合に該当するときは︑この限りでな
い︒
あん

一 当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の
請求をすること及び請求すべき按分割合︵当該改定又は決定後の当事
者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第

あん

二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう︒以下同じ︒︶につ
いて合意しているとき︒
前項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき︒
２

決定の請求︵以下﹁標準報酬改定請求﹂という︒︶について︑同項第一
号の当事者の合意のための協議が調わないとき︑又は協議をすることが
できないときは︑当事者の一方の申立てにより︑家庭裁判所は︑当該対
あん

象期間における掛金の払込みに対する当事者の寄与の程度その他一切の

あん

前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分︵第九十三条の八

あん

事情を考慮して︑請求すべき按分割合を定めることができる︒
３

において﹁標準報酬の按分割合に関する処分﹂という︒︶は︑家事審判
法︵昭和二十二年法律第百五十二号︶の適用に関しては︑同法第九条第
一項乙類に掲げる事項とみなす︒
あん

４ 標準報酬改定請求は︑当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の
額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合
意している旨が記載された公正証書の添付その他の財務省令で定める方
法によりしなければならない︒
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あん

︵請求すべき按分割合︶
あん

第九十三条の六 請求すべき按分割合は︑当事者それぞれの対象期間標準
報酬総額︵対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額︵第七十
三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該
月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては︑従前標準報酬の月額︶
と標準期末手当等の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日に
おいて適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう︒以下同じ︒︶
あん

の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二

あん

分の一以下の範囲︵以下﹁按分割合の範囲﹂という︒︶内で定められな
ければならない︒
２ 次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供︵第九十
三条の八の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受け
た資料の提供を含み︑これが複数あるときは︑その最後のもの︒以下こ
の項において同じ︒︶を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間
の末日までの間が一年を超えない場合その他の財務省令で定める場合に
あん

あん

おける標準報酬改定請求については︑前項の規定にかかわらず︑当該情
報の提供を受けた按分割合の範囲を︑同項の按分割合の範囲とすること
ができる︒
︵当事者等への情報の提供等︶
第九十三条の七 当事者又はその一方は︑組合に対し︑財務省令で定める
ところにより︑標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項
に規定するものの提供を請求することができる︒ただし︑当該請求が標
準報酬改定請求後に行われた場合又は第九十三条の五第一項ただし書に
前項の情報は︑対象期間標準報酬総額︑按分割合の範囲︑これらの算

あん

該当する場合その他財務省令で定める場合においては︑この限りでない︒
２

定の基礎となる期間その他財務省令で定めるものとし︑同項の請求があ
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つた日において対象期間の末日が到来していないときは︑同項の請求が
あつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする︒

あん

第九十三条の八 組合は︑裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対
し︑その求めに応じて︑標準報酬の按分割合に関する処分を行うために
必要な資料を提供しなければならない︒
︵標準報酬の月額等の改定又は決定︶
第九十三条の九 組合は︑標準報酬改定請求があつた場合において︑第一
号改定者が標準報酬の月額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ご
とに︑次の各号に掲げる者の区分に応じ︑その者の標準報酬の月額をそ
れぞれ当該各号に定める額に改定し︑又は決定することができる︒
一 第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準報酬の月額︵第七十三
条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該
あん

月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては︑従前標準報酬の月額
︒次号において同じ︒︶に一から改定割合︵按分割合を基礎として財
務省令で定めるところにより算定した率をいう︒以下同じ︒︶を控除
して得た率を乗じて得た額
二 第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準報酬の月額︵標準報酬
の月額を有しない月にあつては︑零︶に︑第一号改定者の改定前の標
準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
２ 組合は︑標準報酬改定請求があつた場合において︑第一号改定者が標
準期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに︑次
の各号に掲げる者の区分に応じ︑その者の標準期末手当等の額をそれぞ
れ当該各号に定める額に改定し︑又は決定することができる︒
一 第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に一か
ら改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
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前二項の場合において︑対象期間のうち第一号改定者の組合員期間で

定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

期末手当等の額を有しない月にあつては︑零︶に︑第一号改定者の改

二 第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準期末手当等の額︵標準

３
あつて第二号改定者の組合員期間でない期間については︑第二号改定者
第一項及び第二項の規定により改定され︑又は決定された標準報酬の

の組合員期間であつたものとみなす︒
４
月額及び標準期末手当等の額は︑当該標準報酬改定請求のあつた日から
将来に向かつてのみその効力を有する︒
︵退職共済年金等の額の改定︶
第九十三条の十 退職共済年金の受給権者について︑前条第一項及び第二
項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定
が行われたときは︑第七十七条第一項から第三項までの規定にかかわら
ず︑対象期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間︵対
象期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その
他の政令で定める場合にあつては︑政令で定める期間︶並びに改定又は
決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の
算定の基礎とするものとし︑当該標準報酬改定請求のあつた日の属する
月の翌月から︑当該退職共済年金の額を改定する︒
２ 障害共済年金の受給権者について︑前条第一項及び第二項の規定によ
り当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に係る標準報酬
の月額及び標準期末手当等の額が改定され︑又は決定されたときは︑改
定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基礎として︑
当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から︑当該障害共済
年金の額を改定する︒ただし︑障害共済年金の額の算定の基礎となる組
合員期間の月数が三百月未満である場合の当該障害共済年金については
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︑同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間︵
以下﹁離婚時みなし組合員期間﹂という︒︶は︑その算定の基礎としな
い︒
︵標準報酬の月額等が改定され︑又は決定された者に対する長期給付の
特例︶
第九十三条の十一 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報
酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され︑又は決定された者に対す
る長期給付についてこの法律を適用する場合においては︑次の表の上欄
に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句に読み替えるものとするほか︑当該長期給付の額の算定及びその
支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替
えは︑政令で定める︒

十年以上で

に規定する離婚時みなし組合員期間

第七十八条 組合員期間が二 組合員期間︵第九十三条の十第二項
第一項

︵以下﹁離婚時みなし組合員期間﹂
という︒︶を除く︒以下この項にお
いて同じ︒︶が二十年以上で
九第二項の規定による改定前の標準

第七十九条 標準期末手当等 標準期末手当等の額︵第九十三条の
第二項第一 の額

期末手当等の額とし︑同項の規定に
を除く︒︶

より決定された標準期末手当等の額

号

者が次の

る場合にあつては︑離婚時みなし組

第八十八条 組合員であつた 組合員であつた者︵第四号に該当す
第一項

合員期間を有する者を含む︒︶が次
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︵政令への委任︶

の

第九十三条の十二 この款に定めるもののほか︑離婚等をした場合におけ
る特例に関し必要な事項は︑政令で定める︒

の条において同じ︒︶に規定する政令で定める給付の支給状況につき︑

十九条第六項︵第八十七条第三項において準用する場合を含む︒以下こ

立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第七

である給付︑地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私

する厚生年金保険法による年金である保険給付︑国民年金法による年金

ある給付に関する処分に関し必要があると認めるときは︑受給権者に対

第百十四条の二 連合会は︑第九十三条の四に定めるもののほか︑年金で

日本私立学校振興・共済事業団又は第七十九条第六項に規定する政令で

で定める給付の支給状況につき︑社会保険庁長官︑地方の組合若しくは

いて準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶に規定する政令

給付又はその配偶者に対する第七十九条第六項︵第八十七条第三項にお

による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である

保険給付︑国民年金法による年金である給付︑地方公務員等共済組合法

ると認めるときは︑受給権者に対する厚生年金保険法による年金である

第百十四条の二 連合会は︑年金である給付に関する処分に関し必要があ

︵資料の提供︶

社会保険庁長官︑地方の組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又

定める給付に係る制度の管掌機関に対し︑必要な資料の提供を求めるこ

︵資料の提供︶

は第七十九条第六項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関

とができる︒
附 則

に対し︑必要な資料の提供を求めることができる︒
附 則

第八十九条の二の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

７ 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条及び

２〜６ ︵略︶

第十二条の二の二 ︵略︶

七条第二項の規定により加算する金額﹂とあるのは﹁第七十七条第二項

及び第七十八条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

７ 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条︑第七十四条の二

２〜６ ︵略︶

第十二条の二の二 ︵略︶

︵退職共済年金の支給の繰上げ︶

七条第二項の規定により加算する金額﹂とあるのは﹁第七十七条第二項

の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額﹂と︑第

︵退職共済年金の支給の繰上げ︶

の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額﹂と︑第
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十九条の二第一項中﹁六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいず

る権利を取得した当時﹂とあるのは﹁六十五歳に達した当時﹂と︑第八

三項中﹁その権利を取得した当時﹂とあり︑及び﹁退職共済年金を受け

なるに至つたときから︑当該退職共済年金の額を改定する﹂と︑同条第

るものとし︑六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上と

ず︑これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とす

二の二第四項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわら

金額に加給年金額を加算した金額とする﹂とあるのは﹁附則第十二条の

した当時﹂と︑﹁前条の規定にかかわらず︑同条の規定により算定した

利を取得した当時﹂とあるのは﹁六十五歳に達した当時︵六十五歳に達

七十八条第一項中﹁その権利を取得した当時︵退職共済年金を受ける権

るのは﹁六十五歳に達した当時﹂とする︒

当時﹂とあり︑及び﹁退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあ

退職共済年金の額を改定する﹂と︑同条第三項中﹁その権利を取得した

たとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから︑当該

した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし︑六十五歳に達し

に前条第三項及び第四項の規定にかかわらず︑これらの規定により算定

金額とする﹂とあるのは﹁附則第十二条の二の二第四項及び第六項並び

にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した

は﹁六十五歳に達した当時︵六十五歳に達した当時﹂と︑﹁前条の規定

を取得した当時︵退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるの

六十五歳に達しているものに限る﹂と︑第七十八条第一項中﹁その権利

七十四条の二第一項中﹁有するものに限る﹂とあるのは﹁有し︑かつ︑

２ ︵同上︶

退職共済年金については︑適用しない︒

第十二条の四 第七十四条の二の規定は︑附則第十二条の三の規定による

れかの受給権を取得した日において︑同項第二号イ﹂とあるのは﹁附則
第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場
合にあつては︑当該受給権者が六十五歳に達した日において︑前条第一
項第二号イ﹂と︑同条第三項中﹁﹁同項第二号イ﹂とあるのは﹁同条第
三項﹂とあるのは﹁﹁六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいず
れかの受給権を取得した場合において︑同項第二号イ﹂とあるのは﹁附
則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である
場合にあつては︑当該受給権者が六十五歳に達した日において︑前条第
三項﹂と︑﹁﹁金額に﹂﹂とあるのは﹁﹁それぞれ同条第一項第二号イ
﹂とあるのは﹁それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号
イ﹂と︑﹁金額に﹂﹂とする︒

第十二条の四 第七十八条の規定は︑次条第一項から第四項まで︑附則第
十二条の四の三︑第十二条の七の二︑第十二条の七の三及び第十二条の
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七の五の規定によりその額が算定される場合を除き︑附則第十二条の三

第十二条の四の二 ︵略︶

２・３ ︵略︶

第十二条の四の二 ︵略︶

の規定による退職共済年金については︑適用しない︒

２・３ ︵略︶
４

﹂と︑﹁第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定

規定により加算される金額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当する部分

七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の

﹁当該請求があつた当時﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分︑第

当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは

とあるのは﹁附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時﹂と︑﹁

︑同条第三項中﹁退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時﹂

三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂とあるのは﹁これらの規定﹂と

の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第

四の二第一項の請求があつた当時︵当該請求があつた当時﹂と︑﹁前条

職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは﹁附則第十二条の

第一項中﹁当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時︵退

条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条

び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十七

読み替えられた前条第一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額並びに同条第四項において

る部分﹂と︑﹁前条第一項に規定する加給年金額を﹂とあるのは﹁附則

前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当す

﹁当該請求があつた当時﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分及び

当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは

とあるのは﹁附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時﹂と︑﹁

︑同条第三項中﹁退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時﹂

三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂とあるのは﹁これらの規定﹂と

の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第

四の二第一項の請求があつた当時︵当該請求があつた当時﹂と︑﹁前条

職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは﹁附則第十二条の

第一項中﹁当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時︵退

条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条

び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十七

第一項の請求があつた退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条及

４ 第一項の請求があつた退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条及

により加算される金額を﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の二第二項第
一号に掲げる金額及び同条第四項において読み替えられた第七十八条第
５ ︵略︶

第十二条の四の三 ︵略︶

５ ︵略︶

一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

第十二条の四の三 ︵略︶

２

前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条

２ 前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条
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とされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び附則第十

﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項においてその例によるもの

項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を

額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当する部分﹂と︑﹁第七十八条第一

る加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金

﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分︑第七十八条第一項に規定す

条第三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂とあるのは﹁これらの規定

例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前

項中﹁前条の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項においてその

によるものとされた附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条第一

七条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項においてその例

及び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

た前条第一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

に掲げる金額並びに附則第十二条の四の三第二項において読み替えられ

においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号

項に規定する加給年金額を﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項

給年金額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当する部分﹂と︑﹁前条第一

﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分及び前条第一項に規定する加

条第三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂とあるのは﹁これらの規定

例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前

項中﹁前条の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項においてその

によるものとされた附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条第一

七条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第一項においてその例

及び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

二条の四の三第二項において読み替えられた第七十八条第一項に規定す

係る退職があつた当時﹂と︑﹁前条の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四

﹁附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に

二十年以上となるに至つた当時︒第三項において同じ︒︶﹂とあるのは

より当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が

礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは︑前条第四項の規定に

済年金を受ける権利を取得した当時︑当該退職共済年金の額の算定の基

項中﹁当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時︵退職共

によるものとされた附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条第一

七条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第三項においてその例

及び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

４ 前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条

３ ︵略︶

の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第

係る退職があつた当時﹂と︑﹁前条の﹂とあるのは﹁附則第十二条の四

﹁附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に

二十年以上となるに至つた当時︒第三項において同じ︒︶﹂とあるのは

より当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が

礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは︑前条第四項の規定に

済年金を受ける権利を取得した当時︑当該退職共済年金の額の算定の基

項中﹁当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時︵退職共

によるものとされた附則第十二条の四の二第三項﹂と︑第七十八条第一

七条第二項﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第三項においてその例

及び第七十九条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

４ 前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条

３ ︵略︶

る加給年金額を﹂とする︒

の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第
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おいてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に

により加算される金額を﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第三項に

﹂と︑﹁第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定

規定により加算される金額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当する部分

七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の

﹁当該退職があつた当時﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分︑第

当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは

の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時﹂と︑﹁

がその権利を取得した当時﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第三項

あるのは﹁これらの規定﹂と︑同条第三項中﹁退職共済年金の受給権者

二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂と

項において読み替えられた前条第一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

条の四の二第二項第一号に掲げる金額並びに附則第十二条の四の三第四

第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二

る部分﹂と︑﹁前条第一項に規定する加給年金額を﹂とあるのは﹁附則

前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分﹂とあるのは﹁相当す

﹁当該退職があつた当時﹂と︑第七十九条第二項中﹁相当する部分及び

当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるのは

の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時﹂と︑﹁

がその権利を取得した当時﹂とあるのは﹁附則第十二条の四の三第三項

あるのは﹁これらの規定﹂と︑同条第三項中﹁退職共済年金の受給権者

二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の﹂と︑﹁同条の規定﹂と

掲げる金額及び附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた第
七十八条第一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

額﹂という︒︶が加算された退職共済年金の受給権者であるときは︑附

の三第一項に規定する繰上げ調整額︵以下この項において﹁繰上げ調整

利を取得した当時﹂とあるのは﹁六十五歳︵その者が附則第十二条の六

七十八条第一項中﹁その権利を取得した当時︵退職共済年金を受ける権

の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額﹂と︑第

七条第二項の規定により加算する金額﹂とあるのは﹁第七十七条第二項

第八十九条の二の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

８ 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条︑第七十八条及び

２〜７ ︵略︶

第十二条の六の二 ︵略︶

調整額︵以下この項において﹁繰上げ調整額﹂という︒︶が加算された

は﹁六十五歳︵その者が附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ

を取得した当時︵退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあるの

六十五歳に達しているものに限る﹂と︑第七十八条第一項中﹁その権利

七十四条の二第一項中﹁有するものに限る﹂とあるのは﹁有し︑かつ︑

の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額﹂と︑第

七条第二項の規定により加算する金額﹂とあるのは﹁第七十七条第二項

及び第七十八条の規定の適用については︑第七十四条第二項中﹁第七十

８ 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条︑第七十四条の二

２〜７ ︵略︶

第十二条の六の二 ︵略︶

︵特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例︶

則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢︵以下この項において﹁特

退職共済年金の受給権者であるときは︑附則第十二条の三の二の表の下

︵特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例︶

例支給開始年齢﹂という︒︶とする︒第三項において同じ︒︶に達した
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れかの受給権を取得した日において︑同項第二号イ﹂とあるのは﹁附則

十九条の二第一項中﹁六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいず

る権利を取得した当時﹂とあるのは﹁六十五歳に達した当時﹂と︑第八

三項中﹁その権利を取得した当時﹂とあり︑及び﹁退職共済年金を受け

なるに至つたときから︑当該退職共済年金の額を改定する﹂と︑同条第

︑特例支給開始年齢︶に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上と

の者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは

定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし︑六十五歳︵そ

び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず︑これらの規

した金額とする﹂とあるのは﹁附則第十二条の六の二第四項︑第六項及

規定にかかわらず︑同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算

給権者であるときは︑特例支給開始年齢︶に達した当時﹂と︑﹁前条の

当時︵六十五歳︵その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受

るのは﹁六十五歳に達した当時﹂とする︒

当時﹂とあり︑及び﹁退職共済年金を受ける権利を取得した当時﹂とあ

退職共済年金の額を改定する﹂と︑同条第三項中﹁その権利を取得した

たとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから︑当該

れた退職共済年金の受給権者であるときは︑特例支給開始年齢︶に達し

年金額を加算した金額とし︑六十五歳︵その者が繰上げ調整額が加算さ

び第四項の規定にかかわらず︑これらの規定により算定した金額に加給

﹁附則第十二条の六の二第四項︑第六項及び第七項並びに前条第三項及

定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする﹂とあるのは

給開始年齢︶に達した当時﹂と︑﹁前条の規定にかかわらず︑同条の規

上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは︑特例支

とする︒第三項において同じ︒︶に達した当時︵六十五歳︵その者が繰

欄に掲げる年齢︵以下この項において﹁特例支給開始年齢﹂という︒︶

第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場
合にあつては︑当該受給権者が六十五歳に達した日において︑前条第一
項第二号イ﹂と︑同条第三項中﹁﹁同項第二号イ﹂とあるのは﹁同条第
三項﹂とあるのは﹁﹁六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいず
れかの受給権を取得した場合において︑同項第二号イ﹂とあるのは﹁附
則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である
場合にあつては︑当該受給権者が六十五歳に達した日において︑前条第
三項﹂と︑﹁﹁金額に﹂﹂とあるのは﹁﹁それぞれ同条第一項第二号イ
﹂とあるのは﹁それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号

第十二条の七の四 ︵略︶

９ ︵略︶

２ ︵略︶

第十二条の七の四 ︵略︶

９ ︵略︶

イ﹂と︑﹁金額に﹂﹂とする︒

２ ︵略︶
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第一号に規定する金額に相当する部分及び第七十八条第一項に規定する

﹂とあるのは︑﹁当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項

項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を

ることができるときは︑その間︑第七十九条第二項中﹁第七十八条第一

が︑組合員であり︑かつ︑国民年金法による老齢基礎年金の支給を受け

該当する者に係るものに限る︒︶に限る︒︶については︑その受給権者

二条の四の三の規定によりその額が算定されているもの︵前条第八項に

該当するもの及び附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は第十

３ 附則第十二条の三の規定による退職共済年金︵前項各号のいずれかに

一項に規定する加給年金額を﹂とする︒

二条の四の二第二項第一号に規定する金額に相当する部分並びに前条第

定する加給年金額を﹂とあるのは︑﹁当該退職共済年金に係る附則第十

ることができるときは︑その間︑第七十九条第二項中﹁前条第一項に規

が︑組合員であり︑かつ︑国民年金法による老齢基礎年金の支給を受け

該当する者に係るものに限る︒︶に限る︒︶については︑その受給権者

二条の四の三の規定によりその額が算定されているもの︵前条第八項に

該当するもの及び附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は第十

３ 附則第十二条の三の規定による退職共済年金︵前項各号のいずれかに

加給年金額を﹂とする︒

︵特例による退職共済年金の支給の繰上げ︶
第十二条の八 ︵略︶

︒︶及び第二項の規定による退職共済年金については︑適用しない︒
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︵特例による退職共済年金の支給の繰上げ︶
第十二条の八 ︵略︶

２〜９ ︵略︶

第七十四条の二の規定は︑第一項︵前項において準用する場合を含む

２〜９ ︵略︶

︵特例による退職共済年金の支給の繰下げの特例︶
第十二条の八の四 第七十八条の二の規定は︑附則第十二条の三の規定に
よる退職共済年金については︑適用しない︒
︵遺族共済年金の額の改定の特例︶
第十二条の十の二 第八十九条の二の規定の適用については︑当分の間︑
同条第一項中﹁六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの
受給権を取得した日において︑同項第二号イ﹂とあるのは﹁厚生年金保
険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚
生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるもの

10

の受給権者である場合にあつては︑当該受給権者が六十五歳に達した日
において︑前条第一項第二号イ﹂と︑同条第三項中﹁﹁同項第二号イ﹂
とあるのは﹁同条第三項﹂とあるのは﹁﹁前条第一項第二号イ﹂とある
のは﹁前条第三項﹂と︑﹁﹁金額に﹂﹂とあるのは﹁﹁それぞれ同条第
一項第二号イ﹂とあるのは﹁それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条
第一項第二号イ﹂と︑﹁金額に﹂﹂とする︒

︵衛視等に対する退職共済年金等の特例︶

第十三条 特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適

︵衛視等に対する退職共済年金等の特例︶
第十三条 特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適

︵略︶

用については︑これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同

区分に応じ︑それぞれ⑴又

第八十九条第一項 次の⑴又は⑵に掲げる者の ⑴に定める

︵略︶

用については︑これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同

に定める

第二号ロ

︵略︶

︵略︶

︵略︶

は⑵に定める

︵略︶

る給付︵第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑

第十三条の九 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金であ

第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号

る給付︵第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑

第十三条の九 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金であ

又

︵略︶
︵略︶
２ ︵略︶

第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第

及び第三項の規定︵附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条

︵年金である給付の額の改定の特例︶

二号及び第三項の規定︵附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十

の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の

︵略︶

︵略︶

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒

に定める

︵略︶

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒
︵略︶

区分に応じ︑それぞれ
は
︵略︶
︵略︶

（ｉ）

二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二
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︵略︶

第一号ロ⑵

︵略︶
２ ︵略︶

（ii）

︵年金である給付の額の改定の特例︶

（ｉ）

第八十九条第一項 次の 又は に掲げる者の

（ｉ）

（ii）

の条において﹁前年度額﹂という︒︶に満たないこととなるときは︑こ

属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額︵以下こ

以下この条において﹁当該年度額﹂という︒︶が︑当該年度の前年度に

第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額︵

十二条第一項及び第二項︑第八十九条第一項から第三項まで並びに附則

率の改定により︑当該年度において第七十七条第一項及び第二項︑第八

について︑第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価

じ︒︶によりその金額が算定されたものに限る︒︶の受給権を有する者

条の八第三項においてその例による場合を含む︒以下この項において同

定にかかわらず︑前年度額を当該年度額とする︒

いて﹁前年度額﹂という︒︶に満たないこととなるときは︑これらの規

月三十一日においてこれらの規定により算定した金額︵以下この条にお

条において﹁当該年度額﹂という︒︶が︑当該年度の前年度に属する三

の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額︵以下この

条第一項及び第二項︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条

改定により︑当該年度において第七十七条第一項及び第二項︑第八十二

いて︑第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の

︶によりその金額が算定されたものに限る︒︶の受給権を有する者につ

八第三項においてその例による場合を含む︒以下この項において同じ︒

２〜５ ︵略︶

れらの規定にかかわらず︑前年度額を当該年度額とする︒
２〜５ ︵略︶
︵標準報酬の月額等が改定され︑又は決定された者に対する長期給付の
支給要件等の特例︶
第十三条の九の二 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報
酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され︑又は決定された者に対す
る長期給付について︑附則第十二条の三第二号︑第十二条の四の二第二
項第一号︑第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を適
用する場合においては︑﹁組合員期間﹂とあるのは︑﹁組合員期間︵離
婚時みなし組合員期間を除く︒︶﹂とする︒

第二十条 当分の間︑組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正

︵日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有

第二十条 当分の間︑組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正

する法律︵平成八年法律第八十二号︶第二条の規定による改正前の国家

︵日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有

する法律︵平成八年法律第八十二号︶第二条の規定による改正前の国家

公務員等共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶第八条第二項に

する者に支給する長期給付の特例︶

公務員等共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶第八条第二項に

規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつ

する者に支給する長期給付の特例︶

規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつ

- 95 -

改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ

︑これらの規定中﹁組合員期間の﹂とあるのは﹁組合員期間︵平成八年

⑵及びロ⑵並びに附則第十二条の四の二第三項の規定の適用については

第二号及び第二項︑第八十七条の七第二号︑第八十九条第一項第一号イ

であつた期間を除算した期間︶の﹂と︑同項第二号︑第八十二条第一項

二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員

法律第百二十八号︒以下﹁平成八年改正前共済法﹂という︒︶第八条第

︶第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法︵昭和三十三年

間︵厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成八年法律第八十二号

規定の適用については︑同号中﹁組合員期間の﹂とあるのは﹁組合員期

た期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項第一号の

又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間︶の

期間︵平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合

適用については︑これらの規定中﹁組合員期間の﹂とあるのは﹁組合員

及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項の規定の

第二号及び第二項︑第八十七条の七第二号︑第八十九条第一項第一号ロ

であつた期間を除算した期間︶の﹂と︑同項第二号︑第八十二条第一項

二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員

法律第百二十八号︒以下﹁平成八年改正前共済法﹂という︒︶第八条第

︶第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法︵昭和三十三年

間︵厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成八年法律第八十二号

規定の適用については︑同号中﹁組合員期間の﹂とあるのは﹁組合員期

た期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項第一号の

２ ︵略︶

﹂とする︒

産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間︶の﹂とする︒
２ ︵略︶
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正

案

◎ 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︻平成二十年四月一日施行分︼
︵第六条関係︶
改
目次

現

−

第一章〜第三章 ︵略︶

目次
第一章〜第三章 ︵略︶

第四章 給付
第一節・第二節 ︵略︶

第四章 給付
第一節・第二節 ︵略︶

第三節 長期給付

−

第九十三条の十七︶

第五款

三条の十二︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

−

離婚等をした場合における特例︵第九十三条の五 第九十

第一款〜第四款 ︵略︶

第三節 長期給付

被扶養配偶者である期間についての特例︵第九十三条の十

三条の十二︶

離婚等をした場合における特例︵第九十三条の五 第九十

第一款〜第四款 ︵略︶
第五款
第六款
三

第四節 ︵略︶
第五章〜第九章 ︵略︶

第四節 ︵略︶
第五章〜第九章 ︵略︶

附則

︵略︶

附則 ︵略︶
第六款 被扶養配偶者である期間についての特例
︵特定組合員及び被扶養配偶者についての標準報酬の月額等の特例︶
第九十三条の十三 組合員︵組合員であつた者を含む︒以下﹁特定組合員
﹂という︒︶が組合員であつた期間中に被扶養配偶者︵当該特定組合員
の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをい
う︒以下同じ︒︶を有する場合において︑当該特定組合員の被扶養配偶
者は︑当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに
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準ずるものとして財務省令で定めるときは︑組合︵組合員であつた者の
被扶養配偶者にあつては︑連合会︒以下この款において同じ︒︶に対し
︑特定期間︵当該特定組合員が組合員であつた期間であり︑かつ︑その
被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第三号被
保険者であつた期間をいう︒以下同じ︒︶に係る組合員期間︵次項及び
第三項の規定により既に標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定
され︑及び決定された組合員期間を除く︒以下この条において同じ︒︶
の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額︵特定組合員及び被扶養配偶
者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう︒以下この款におい
て同じ︒︶の改定及び決定を請求することができる︒ただし︑当該請求
をした日において当該特定組合員が障害共済年金︵当該特定期間の全部
又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る︒第九十三条の十六に
おいて同じ︒︶の受給権者であるときその他の財務省令で定めるときは
︑この限りでない︒
２ 組合は︑前項の請求があつた場合において︑特定期間に係る組合員期
間の各月ごとに︑当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額を
当該特定組合員の標準報酬の月額︵第七十三条の二第一項の規定により
同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなさ
れた月にあつては︑従前標準報酬の月額︶に二分の一を乗じて得た額に
それぞれ改定し︑及び決定することができる︒
３ 組合は︑第一項の請求があつた場合において︑当該特定組合員が標準
期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに︑当該
特定組合員及び被扶養配偶者の標準期末手当等の額を当該特定組合員の
標準期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し︑及び
前二項の場合において︑特定期間に係る組合員期間については︑被扶

決定することができる︒
４

養配偶者の組合員期間であつたものとみなす︒
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５ 第二項及び第三項の規定により改定され︑及び決定された標準報酬の
月額及び標準期末手当等の額は︑第一項の請求のあつた日から将来に向
かつてのみその効力を有する︒
︵退職共済年金等の額の改定の特例︶
第九十三条の十四 退職共済年金の受給権者について︑前条第二項及び第
三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決
定が行われたときは︑第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず
︑改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済
年金の額の算定の基礎とするものとし︑前条第一項の請求のあつた日の
属する月の翌月から︑当該退職共済年金の額を改定する︒
２ 第九十三条の十第二項の規定は︑障害共済年金の受給権者である被扶
養配偶者について前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及
び標準期末手当等の額の決定が行われた場合に準用する︒この場合にお
いて︑必要な事項は︑政令で定める︒

第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準

︵標準報酬の月額等が改定され︑及び決定された者に対する長期給付の
特例︶
第九十三条の十五

報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され︑及び決定された者に対
する長期給付についてこの法律を適用する場合においては︑次の表の上
欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲
げる字句に読み替えるものとするほか︑当該長期給付の額の算定及びそ
の支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読
替えは︑政令で定める︒
第七十八条 組合員期間が二 組合員期間︵第九十三条の十三第四
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第一項

十年以上で

の額

項の規定により組合員期間であつた
ものとみなされた期間︵以下﹁被扶
養配偶者みなし組合員期間﹂という
︒︶を除く︒以下この項において同
じ︒︶が二十年以上で

額を除く︒︶

により決定された標準期末手当等の

準期末手当等の額とし︑同項の規定

十三第三項の規定による改定前の標

第七十九条 標準期末手当等 標準期末手当等の額︵第九十三条の
第二項第一
号

者が次の

る場合にあつては︑被扶養配偶者み

第八十八条 組合員であつた 組合員であつた者︵第四号に該当す
第一項

なし組合員期間を有する者を含む︒
︶が次の

特定組合員又は被扶養配偶者が︑離婚等︵第九十三条

︵標準報酬改定請求を行う場合の特例︶
第九十三条の十六

の五第一項に規定する離婚等をいう︒︶をした場合において︑第九十三
条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手
当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対
象期間として第九十三条の五第一項の規定による標準報酬の月額及び標
準期末手当等の額の改定又は決定の請求をしたときは︑当該請求をした
ときに︑第九十三条の十三第一項の請求があつたものとみなす︒ただし
︑当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者
前項の場合において︑第九十三条の六第一項の対象期間標準報酬総額

であるときは︑この限りでない︒
２

の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額︵第七十
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三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該
月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては︑従前標準報酬の月額︶
及び標準期末手当等の額並びに第九十三条の九第一項及び第二項の当該
特定期間に係る組合員期間の改定前の標準報酬の月額︵第七十三条の二
第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準
報酬の月額とみなされた月にあつては︑従前標準報酬の月額︶及び標準
期末手当等の額については︑第九十三条の十三第二項及び第三項の規定
による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする︒
３ 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び
標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又
は一部を対象期間として第九十三条の七第一項の請求があつた場合にお
いて︑同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有
しないときは︑同条第二項に規定する情報は︑第九十三条の十三第二項
及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみ
前項の規定は︑第九十三条の八の求めがあつた場合に準用する︒

なして算定したものとする︒
４

５ 第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月
額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について
第九十三条の十三第二項の規定により改定された場合における第九十三
条の六第一項及び第九十三条の九第一項の規定の適用については︑第九
十三条の六第一項中﹁標準報酬の月額︵第七十三条の二第一項の規定に
より同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみ
なされた月にあつては︑従前標準報酬の月額︶﹂とあるのは﹁標準報酬
の月額﹂と︑第九十三条の九第一項第一号中﹁標準報酬の月額︵第七十
三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該
月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては︑従前標準報酬の月額︒
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次号において同じ︒︶﹂とあるのは﹁標準報酬の月額﹂とする︒
︵政令への委任︶
第九十三条の十七 この款に定めるもののほか︑被扶養配偶者である期間
についての特例に関し必要な事項は︑政令で定める︒
附 則

第九十三条の十四第一項の規定の適用については︑当

︵被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用︶
第十三条の九の三

分の間︑﹁第七十七条第一項及び第二項﹂とあるのは﹁第七十七条第一
項から第三項まで﹂と︑﹁︑改定又は﹂とあるのは﹁︑特定期間に係る
組合員期間の最後の月以前における組合員期間︵特定期間の末日後に当
該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場
合にあつては︑政令で定める期間︶及び改定又は﹂とする︒
第十三条の九の四 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準
報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され︑及び決定された者に対
する長期給付について︑附則第十二条の三第二号︑第十二条の四の二第
二項第一号︑第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を
適用する場合においては︑﹁組合員期間﹂とあるのは︑﹁組合員期間︵
被扶養配偶者みなし組合員期間を除く︒︶﹂とする︒
第十三条の九の五 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料
納付済期間に算入される特定期間に係る組合員期間についての第九十三
条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手
当等の額の改定及び決定並びに長期給付の額の算定及び改定に関し必要
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な事項は︑政令で定める︒
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正

案

︵傍線の部分は改正部分︶

行

該老齢基礎年金の額のうち︑組合員期間に係る部分に相当するものと

第百四十一号︶の規定による老齢基礎年金が支給される場合には︑当

第一項に規定する加給年金額を除き︑国民年金法︵昭和三十四年法律

一 組合員期間が四十年以下の者 退職共済年金の額︵新法第七十八条

として政令で定めるところにより算定した額を加えた額︶を組合員期

当該老齢基礎年金の額のうち︑組合員期間に係る部分に相当するもの

律第百四十一号︶の規定による老齢基礎年金が支給される場合には︑

条第一項に規定する加給年金額を除き︑国民年金法︵昭和三十四年法

一 組合員期間が三十七年以下の者 退職共済年金の額︵新法第七十八

第十一条 ︵同上︶

︵控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例︶

現

◎ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法︵昭和三十三年法律第百二十九号︶︻平成十七年四月一日施行分︼
︵第七条関係︶
改
︵控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例︶
第十一条 組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六
号の期間︵以下第十三条までにおいて﹁控除期間等の期間﹂という︒︶
を有する更新組合員に対する退職共済年金︵新法第七十六条︑新法附則
第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をい
う︒以下同じ︒︶の額は︑新法第七十七条第一項及び第二項︑新法附則
第十二条の四の二第二項及び第三項︵新法附則第十二条の四の三第一項
及び第三項︑第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第
四項においてその例による場合を含む︒︶並びに新法附則第十二条の七
の五第一項︑第四項及び第五項又は新法附則第十二条の八第三項並びに
新法第七十八条の規定にかかわらず︑これらの規定により算定した金額
から次の各号に掲げる者︵組合員期間が二十年以上である者に限る︒︶

して政令で定めるところにより算定した額を加えた額︶を組合員期間

間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の

の区分に応じ︑当該各号に掲げる額を控除した金額とする︒

の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期

二 控除期間等の期間以外の組合員期間が三十七年を超える者 退職共

期間の月数を乗じて得た額

二 控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者 退職共済

済年金の額︵新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き︑六

間の月数を乗じて得た額
年金の額︵新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き︑六十
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数を乗じて得た額

で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月

額に係る同項の規定による減額後の額を除く︒︶を組合員期間の月数

二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金

則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十

含む︒次項において同じ︒︶の規定により算定した額若しくは新法附

びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を

附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項並

五歳に達するまでは︑新法附則第十二条の四の二第二項第一号︵新法

月数を乗じて得た額

数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の

金額に係る同項の規定による減額後の額を除く︒︶を組合員期間の月

十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する

附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第

を含む︒次項において同じ︒︶の規定により算定した額若しくは新法

並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合

法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項

十五歳に達するまでは︑新法附則第十二条の四の二第二項第一号︵新

期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

イ 控除期間等の期間のうち三十七年から控除期間等の期間以外の組

員期間が三十七年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

三 組合員期間が三十七年を超え︑かつ︑控除期間等の期間以外の組合

イ 控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の組合

合員期間を除いたものについては︑第一号の規定の例により算定し

三 組合員期間が四十年を超え︑かつ︑控除期間等の期間以外の組合員

員期間を除いたものについては︑第一号の規定の例により算定した

た額

︵略︶

額

ロ ︵略︶
２ ︵略︶

ロ ︵略︶
２ ︵略︶

別表︵第八条︑第九条︑第二十五条関係︶
︵略︶

二十年以上であるもの

︵略︶

別表︵第八条︑第九条︑第二十五条関係︶
︵略︶

新法第七十九条 二十年以上であるもの

︵略︶

二十年以上であるもの

及び特定更新組合員等

︵略︶

新法第七十九条 二十年以上であるもの

第三項
又は特定衛視等に該当

又は特定衛視等に該当

︵略︶

して支給されるもの
︵略︶

して支給されるもの
︵略︶

︵略︶

及び特定更新組合員等

︵略︶

第六項

︵略︶

十四月

百四十月とし︑四百四

新法附則第十二 当該月数が四百四十四月 当該月数が︑二百四十
項第一号

新法附則第十二 当該月数が四百八十月を 当該月数が︑二百四十
百四十月とし︑四百八

条の四の二第二 を超えるときは︑四百四 月未満であるときは二
月

条の四の二第二 超えるときは︑四百八十 月未満であるときは二
項第一号
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十四月を超えるときは

︵略︶

十月を超えるときは四
︵略︶

四百四十四月とする︒
︵略︶

百八十月とする︒
︵略︶

新法附則第十二 当該月数が四百四十四月 当該月数が︑二百四十

︵略︶

新法附則第十二 当該月数が四百八十月を 当該月数が︑二百四十

条の七の五第四 を超えるときは︑四百四 月未満であるときは二

︵略︶
月未満であるときは二

条の七の五第四 超えるときは︑四百八十

百四十月とし︑四百四

十四月を超えるときは

十四月

十月を超えるときは四

︵略︶

四百四十四月とする︒

︵略︶

百八十月とする︒
︵略︶

項及び第五項

月

︵略︶

︵略︶

百四十月とし︑四百八

項及び第五項

︵略︶
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正

案

現

◎ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法︵昭和三十三年法律第百二十九号︶︻平成十九年四月一日施行分︼
︵第八条関係︶
改

︵傍線の部分は改正部分︶

行

︵施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等︶
第三条の二 ︵略︶

︵施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等︶
第三条の二 ︵略︶

２・３ ︵略︶

４ 新法第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は︑前条に規定

２・３ ︵略︶
新法第七十四条の二︑第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規

する給付のうち年金である給付について準用する︒

４
定は︑前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する︒

︵公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用︶

新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第二項に規定する公

︵公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用︶

第十七条

の区分に応じ︑それぞれ
︵略︶

︵略︶

︵略︶

⑴又は⑵に定める
︵略︶
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第十七条 新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公

務等による遺族共済年金に関する部分の規定は︑組合員が施行日以後公
た場合について適用する︒

︵略︶

別表︵第八条︑第九条︑第二十五条関係︶
︵略︶

︵略︶

第一項第二号ロ

新法第八十九条 次の⑴又は⑵に掲げる者 ⑴に定める

︵略︶

務等による遺族共済年金に関する部分の規定は︑組合員が施行日以後公

︵略︶

︵略︶

に定める

︵略︶

務により病気にかかり︑又は負傷し︑当該公務による傷病により死亡し

に定める
︵略︶
︵略︶

（ｉ）

務により病気にかかり︑又は負傷し︑当該公務による傷病により死亡し
た場合について適用する︒
別表︵第八条︑第九条︑第二十五条関係︶

に掲げる者

（ii）

︵略︶
（ｉ）

︵略︶
新法第八十九条 次の 又は
又は

（ii）

第一項第一号ロ の区分に応じ︑それぞれ
⑵
︵略︶

（ｉ）

正

案

現

第二条 ︵同上︶

︵用語の定義︶

附 則

◎ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶︻平成十六年十月一日施行分︼

改

︵第九条関係︶

附 則
︵用語の定義︶
第二条 この条から附則第六十六条までにおいて︑次の各号に掲げる用語
の意義は︑それぞれ当該各号に定めるところによる︒

一〜六 ︵略︶

︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数を

一〜六 ︵略︶

八〜十

いう︒

七 物価指数

︵略︶

七 削除
八〜十

については︑当分の間︑第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超

済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く︒︶の額の算定

おいて﹁施行日に六十歳以上である者等﹂という︒︶に係るもの及び共

年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの︵以下この条に

年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める

第十六条 退職共済年金︵大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職

十七条第一項の規定により算定した金額は︑同項の規定にかかわらず︑

第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは︑共済法第七

﹂という︒︶に係るものを除く︒︶の額の算定については︑当分の間︑

に生まれたもの︵以下この条において﹁施行日に六十歳以上である者等

第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前

一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条

第十六条 共済法第七十六条の規定による退職共済年金︵大正十五年四月

︵退職共済年金の額の経過的加算︶

えるときは︑共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定によ

同項の規定により算定した金額に︑第一号に掲げる金額から第二号に掲

︵退職共済年金の額の経過的加算︶

り算定した金額は︑これらの規定にかかわらず︑これらの規定により算

げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする︒

一 千六百七十六円に組合員期間の月数︵当該月数が四百四十四月を超

定した金額に︑第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して
得た金額を加算した金額とする︒
一 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率︵以下
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﹁改定率﹂という︒︶を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満の端
数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数がある
ときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の月数
︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百四十四月︶を乗じて
得た金額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲
げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額

イ・ロ ︵略︶

二

えるときは︑四百四十四月︶を乗じて得た金額

新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額︵新国民

年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられた

ときは︑当該改定後の額︶にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除し
て得た割合を乗じて得た金額
イ・ロ ︵略︶

附則別表第二の第一欄に掲げる者︵施行日に六十歳以上である者等を

除く︒︶に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第

２

除く︒︶に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第

一号︵共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の

附則別表第二の第一欄に掲げる者︵施行日に六十歳以上である者等を

一号︵共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の

二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三

２

二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三

用については︑これらの規定中﹁千六百七十六円﹂とあるのは︑﹁千六

項においてその例による場合を含む︒次項において同じ︒︶の規定の適

用については︑これらの規定中﹁とする︒︶﹂とあるのは︑﹁とする︒

百七十六円に政令で定める率を乗じて得た金額﹂とする︒

項においてその例による場合を含む︒次項において同じ︒︶の規定の適
︶に政令で定める率を乗じて得た金額﹂とする︒
条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は︑附則別表第二の

第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし︑かつ︑千六百七

条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は︑附則別表第二の

３ 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二

第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし︑かつ︑千六百二

十六円にその率を乗じて得た金額が三千百四十三円から千六百七十六円

前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二

十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額︵その金額

までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする︒

３

に五十銭未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未
満の端数があるときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶が三千
五十三円に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満の端数があ
るときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数があるときは︑
これを一円に切り上げるものとする︒︶から千六百二十八円に改定率を
乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満の端数があるときは︑これを切
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り捨て︑五十銭以上一円未満の端数があるときは︑これを一円に切り上
げるものとする︒︶までの間を一定の割合で逓減するように定められる
ものとする︒
退職共済年金の額の算定については︑共済法第七十七条第一項及び第七

より算定した金額は︑同項の規定にかかわらず︑同項の規定により算定

退職共済年金の額の算定については︑共済法第七十七条第一項の規定に

施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による

十八条第一項の規定により算定した金額は︑これらの規定にかかわらず

した金額に︑三千百四十三円に組合員期間の月数︵当該月数が四百二十

４

︑これらの規定により算定した金額に︑三千五十三円に改定率を乗じて

月を超えるときは︑四百二十月︶を乗じて得た金額を加算した金額とす

施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による

得た金額︵その金額に五十銭未満の端数があるときは︑これを切り捨て

る︒

４

︑五十銭以上一円未満の端数があるときは︑これを一円に切り上げるも
のとする︒︶に組合員期間の月数︵当該月数が四百二十月を超えるとき

第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済

５ 施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二

法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については︑同号中

第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済

５ 施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二

は︑四百二十月︶を乗じて得た金額を加算した金額とする︒

法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については︑同号中

﹁千六百七十六円﹂とあるのは︑﹁三千百四十三円﹂とする︒
６・７ ︵略︶

﹁千六百二十八円﹂とあるのは︑﹁三千五十三円﹂とする︒
６・７ ︵略︶

２ 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは︑共済法

第十七条 ︵略︶

第七十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は︑同条第二項

２ 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは︑共済法

第十七条 ︵略︶

︵退職共済年金の加給年金額等の特例︶

第七十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は︑同条第二項

の規定にかかわらず︑同項に定める金額に当該各号に定める金額を加算

︵退職共済年金の加給年金額等の特例︶

の規定にかかわらず︑同項に定める金額に︑当該各号に定める金額に新

した額とする︒

一 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないもの
として改定した改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数
があるときは︑これを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるとき
は︑これを百円に切り上げるものとする︒︶を加算した額とする︒
一 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
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昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

六万六千三百円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

三万三千二百円
二
三
九万九千五百円
四 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
十三万二千六百円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

六万八千三百円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

三万四千百円
二
三

十万二千五百円

四 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
十三万六千六百円
五

昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十七万七百円

五 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円

︵通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例︶
第二十条 ︵略︶

︵通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例︶
第二十条 ︵略︶

前二項の規定は︑組合員である間に支給される退職共済年金の額の算

第二十一条 ︵略︶

︵退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例︶

５ ︵略︶

定については︑適用しない︒

４

済年金の額とする︒

より少ないときは︑その額をもつて︑同条の規定による改定後の退職共

のとし︑当該改定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額

の規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額について行うも

合における共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は︑同項

３ 退職共済年金の額が前項の規定の適用により算定されたものである場

２ ︵略︶

前項の規定は︑組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定

２ ︵略︶

３
については︑適用しない︒
４ ︵略︶

︵退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例︶
第二十一条 ︵略︶

２ 退職共済年金の額が前項の規定の適用により算定されたものである場

合における共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は︑同項

の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし︑当該改
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前項の規定は︑組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定

定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないとき

は︑その額をもつて︑同条の規定による改定後の退職共済年金の額とす

前二項の規定は︑組合員である間に支給される退職共済年金の額の算

る︒
３

定については︑適用しない︒

２
については︑適用しない︒

︵退職共済年金の支給停止の特例︶
第二十一条の二 ︵略︶

︵退職共済年金の支給停止の特例︶
第二十一条の二 ︵略︶

た退職共済年金に係る共済法第八十条第一項の規定の適用については︑

２ 附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算され

た退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規

同項中﹁加給年金額﹂とあるのは︑﹁加給年金額並びに国家公務員等共

附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算され

定の適用については︑共済法第七十九条第二項中﹁相当する部分に﹂と

済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十

２

あるのは﹁相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正

六条第一項又は第四項の規定により加算された金額﹂とする︒

第二十八条 ︵同上︶

︵遺族共済年金の加算の特例︶

する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四項の
規定により加算された金額に相当する部分に﹂と︑同項第一号中﹁加給
年金額を﹂とあるのは﹁加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の
一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算さ
れた金額を﹂と︑共済法第八十条第一項中﹁加給年金額﹂とあるのは﹁
加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭
和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四項の規定により加
算された金額﹂とする︒
︵遺族共済年金の加算の特例︶
第二十八条 共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五
歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは︑当
該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ又は同項第
二号イに掲げる金額は︑これらの規定にかかわらず︑これらの規定によ
り算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除し
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新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞ

共済法第九十条に規定する加算額

て得た金額を加算した金額とする︒
一
二
れ附則別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額

２〜４ ︵略︶

一
二

共済法第九十条に規定する加算額︵共済法第七十二条の二の規定に

よる年金の額の改定の措置が講じられたときは︑当該改定後の額︶

新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額︵新国民

年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられた

ときは︑当該改定後の額︶にそれぞれ附則別表第四の下欄に掲げる割
合を乗じて得た金額
２〜４ ︵略︶

︵退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例︶
第三十条 ︵略︶

︵退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例︶
第三十条 ︵略︶

遺族共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合にお

４ 前三項に定めるもののほか︑第二項に規定する場合における遺族共済

額をもつて︑同条の規定による改定後の年金額とする︒

族共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは︑その

適用がないものとした場合の額について行うものとし︑その改定後の遺

ける共済法第七十二条の二の規定による年金額の改定は︑同項の規定の

３

２ ︵略︶

前二項に定めるもののほか︑前項に規定する場合における遺族共済年

２ ︵略︶

３

条︑第四十六条︑第五十二条︑第五十三条及び第五十七条において同じ

第三十五条 退職年金︵特例退職年金を除く︒以下この条︑附則第三十八

︒︶については︑施行日の属する月分以後︑その額を︑次に掲げる金額

条︑第四十六条︑第五十二条︑第五十三条及び第五十七条において同じ

第三十五条 退職年金︵特例退職年金を除く︒以下この条︑附則第三十八

年金の額の算定に関し必要な事項は︑政令で定める︒

︒︶については︑施行日の属する月分以後︑その額を︑次に掲げる金額

を合算した額に改定する︒ただし︑その額が施行日の前日における退職

金の額の算定に関し必要な事項は︑政令で定める︒

を合算した額に改定する︒ただし︑その額が施行日の前日における退職

年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは︑当

︵退職年金の額の改定︶

年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは︑当

該政令で定める金額とし︑その額が当該退職年金の額の算定の基礎とな

︵退職年金の額の改定︶

該政令で定める金額とし︑その額が当該退職年金の額の算定の基礎とな
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五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する

を乗じて得た額を加えた額とする︒以下同じ︒︶の百分の六十八・〇七

である場合には︑これらの額に︑政令で定める額に当該俸給年額改定率

職した者︵これに準ずる者として政令で定める者を含む︒︶に係るもの

︶を乗じて得た額をいい︑その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退

じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率︵以下﹁俸給年額改定率﹂という︒

公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応

つている俸給年額︵旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は

分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・

の下欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする︒以下同じ︒︶の百

で定める額に同表の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表

で定める者を含む︒︶に係るものである場合には︑これらの額に︑政令

昭和六十年三月三十一日以前に退職した者︵これに準ずる者として政令

じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をいい︑その年金が

公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応

つている俸給年額︵旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は

いる組合員期間の年数︵一年未満の端数があるときは︑これを切り捨

〇七五に相当する金額とする︒

てた年数︒以下同じ︒︶が二十年を超えるときは︑七十五万四千三百

金額とする︒

二十円にその超える年数︵当該年数が十五年を超えるときは︑十五年

一 七十五万四千三百二十円︵当該退職年金の額の算定の基礎となつて

︶一年につき三万七千七百十六円を加えた金額︶

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ︑当該イ又はロに定める金

一年未満の端数がある場合は︑これを切り捨てた年数︒以下同じ︒

イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数︵

額

︶が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗
じて得た金額︵その金額に五円未満の端数があるときは︑これを切
り捨て︑五円以上十円未満の端数があるときは︑これを十円に切り
上げるものとする︒︶
イに定める金額に当該退職年金の額の算定の

ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が
二十年を超える場合

基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数︵当該年数
が十五年を超える場合は︑十五年︶一年につきイに定める金額を二
十で除して得た金額︵その金額に五十銭未満の端数があるときは︑
これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数があるときは︑これを
二 ︵略︶

２・３ ︵略︶

二 ︵略︶

一円に切り上げるものとする︒︶を加えた金額
２・３ ︵略︶
４ 第一項に規定する俸給年額改定率は︑共済法第七十二条の三から第七
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十二条の六までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合に
は︑当該措置が講じられる月分以後︑当該措置に準じて︑政令で定める
ところにより改定する︒

職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第

２ 退職年金の受給権者が退職したときは︑当該退職年金の額を︑当該退

第三十六条 ︵略︶

七十八条︑附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに施行法第十一

職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第

２ 退職年金の受給権者が退職したときは︑当該退職年金の額を︑当該退

第三十六条 ︵略︶

︵退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶

七十八条︑附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十三条の九

条の規定並びに附則第九条︑第十五条及び第十七条の規定の例により算

︵退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶

並びに施行法第十一条の規定並びに附則第九条︑第十五条及び第十七条

定した額に改定する︒

一 七十五万四千三百二十円

第四十条 ︵同上︶

︵通算退職年金等の額の改定︶

３ ︵略︶

の規定の例により算定した額に改定する︒
３ ︵略︶
︵通算退職年金等の額の改定︶
第四十条 通算退職年金︵特例退職年金を含む︒︶については︑施行日の
属する月分以後︑その額を︑次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し
︑これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数
を乗じて得た額に改定する︒
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五
円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五円以上十円未満の端

二 ︵略︶

数があるときは︑これを十円に切り上げるものとする︒︶
二 ︵略︶

２・３ ︵略︶

第四十二条 ︵同上︶

︵障害年金の額の改定︶

２・３ ︵略︶

旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金︵以

︵障害年金の額の改定︶
第四十二条

下﹁公務による障害年金﹂という︒︶の額については︑施行日の属する
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月分以後︑その額を︑次に掲げる金額の合算額の百分の七十五︵旧共済
法別表第三の上欄に掲げる障害の程度︵以下﹁旧共済法の障害等級﹂と
いう︒︶の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし︑旧共済法
の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする︒︶に相当す
る額に俸給年額の百分の九・五︵旧共済法の障害等級の一級に該当する
者にあつては百分の二十八・五とし︑旧共済法の障害等級の二級に該当
する者にあつては百分の十九とする︒︶に相当する額を加えた金額に改
定する︒ただし︑その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の
額を勘案して政令で定める金額より少ないときは︑当該政令で定める金
額とし︑その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超え
るときは︑俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする︒

基礎となつている組合員期間に限る︒以下この条において同じ︒︶の

一 七十五万四千三百二十円︵組合員期間︵当該障害年金の額の算定の

額

年数が二十年を超えるときは︑七十五万四千三百二十円にその超える

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ︑当該イ又はロに定める金
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が

年数︵当該年数が十五年を超えるときは︑十五年︶一年につき三万七

２ ︵同上︶

二 ︵略︶

千七百十六円を加えた金額︶

二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて
得た金額︵その金額に五円未満の端数があるときは︑これを切り捨
て︑五円以上十円未満の端数があるときは︑これを十円に切り上げ
るものとする︒︶
イに定める金額に当該障害年金の額の算定の

ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が
二十年を超える場合

基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数︵当該年数
が十五年を超える場合は︑十五年︶一年につきイに定める金額を二
十で除して得た金額︵その金額に五十銭未満の端数があるときは︑
これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数があるときは︑これを
一円に切り上げるものとする︒︶を加えた金額
二 ︵略︶
２ 旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金︵改正前の昭
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和五十八年法律第八十二号附則第二十一条第三項に規定する移行障害年
金を含む︒以下﹁公務によらない障害年金﹂という︒︶については︑施
行日の属する月分以後︑その額を︑次の各号に掲げる場合に応じ︑当該
各号に掲げる金額の百分の七十五︵旧共済法の障害等級の一級に該当す
る者にあつては百分の百二十五とし︑旧共済法の障害等級の二級に該当
する者にあつては百分の百とする︒︶に相当する額に改定する︒この場
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 七十三万二千七百二十円

に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加算して得た金額︵次号及

一 組合員期間の年数が十年以下である場合 七十五万四千三百二十円

合においては︑前項ただし書の規定を準用する︒
に改定率を乗じて得た金額︵その金額に五円未満の端数があるときは

び第三号において﹁障害年金基礎額﹂という︒︶

３・４ ︵略︶

二〜四 ︵略︶

︑これを切り捨て︑五円以上十円未満の端数があるときは︑これを十
円に切り上げるものとする︒︶に俸給年額の百分の十九に相当する金
額を加算して得た金額︵次号及び第三号において﹁障害年金基礎額﹂
という︒︶
二〜四 ︵略︶
３・４ ︵略︶

年金の受給権者であるときは︑更に︑百分の五十を乗じて得た額とする

若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき︑又は障害

の年金の額に百分の九十を乗じて得た額︵当該退職年金︑減額退職年金

いて﹁総収入月額相当額﹂という︒︶とその者に支給されるべきこれら

て︑その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額︵以下この条にお

項において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合におい

権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等︵次

第四十五条 退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金の受給

して得た額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が

とする︒以下この項において﹁停止対象年金額﹂という︒︶を十二で除

は障害年金の受給権者であるときは︑更に︑百分の五十を乗じて得た額

職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき︑又

これらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額︵当該退職年金︑減額退

項において﹁総収入月額相当額﹂という︒︶とその者に支給されるべき

る場合において︑その者の同項に規定する総収入月額相当額︵以下この

権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であ

第四十五条 退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金の受給

︵厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止︶

︒以下この項において﹁停止対象年金額﹂という︒︶を十二で除して得

四十八万円を超えるときは︑当該停止対象年金額のうち︑総収入月額相

︵厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止︶

た額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が四十八
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いう︒︶に相当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該

する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂と

基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当

万円を超えるときは︑当該停止対象年金額のうち︑総収入月額相当額と

当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする︒

が当該停止対象年金額を超える場合には︑その支給を停止する金額は︑

額﹂という︒︶に相当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額

に相当する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停止

当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一

前項に定めるもののほか︑同項の規定による年金の支給の停止に関し

ものとする︒︶に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加えた金額

て︑五円以上十円未満の端数があるときは︑これを十円に切り上げる

て得た金額︵その金額に五円未満の端数があるときは︑これを切り捨

年金をいう︒以下同じ︒︶ 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じ

一 公務による遺族年金︵旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族

は︑二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える

合員期間に限る︒以下この項において同じ︒︶が二十年を超えるとき

金基礎額﹂という︒︶︵組合員期間︵当該遺族年金の基礎となつた組

分の十九に相当する金額を加えた金額︵以下この条において﹁遺族年

年金をいう︒以下同じ︒︶ 七十五万四千三百二十円に俸給年額の百

一 公務による遺族年金︵旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族

第四十六条 ︵同上︶

︵遺族年金の額の改定︶

必要な経過措置は︑政令で定める︒

２

停止対象年金額を超える場合には︑その支給を停止する金額は︑当該停
国家公務員共済組合連合会は︑前項の規定による退職年金︑減額退職

止対象年金額に相当する金額を限度とする︒
２
年金︑通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると
認めるときは︑共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し︑
前項の規定による退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金
の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額
前二項に定めるもののほか︑第一項の規定による年金の支給の停止に

に関して必要な資料の提供を求めることができる︒
３
関し必要な経過措置は︑政令で定める︒
︵遺族年金の額の改定︶
第四十六条 遺族年金︵旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特
例遺族年金を除く︒以下この条及び次条において同じ︒︶については︑
施行日の属する月分以後︑その額を︑次の各号に掲げる当該遺族年金の

︵以下この条において﹁遺族年金基礎額﹂という︒︶︵組合員期間︵

年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する金額を︑三十五

区分に応じ︑当該各号に掲げる金額に改定する︒

当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る︒以下この項において
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の五に相当する金額を︑三十五年を超える期間についてはその超える

での期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分

同じ︒︶が二十年を超えるときは︑二十年を超え三十五年に達するま
を加えた金額︶

ときは︑五年︶一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額

年を超える期間についてはその超える年数︵当該年数が五年を超える

年数︵当該年数が五年を超えるときは︑五年︶一年につき俸給年額の
百分の〇・九五に相当する金額を加えた金額︶
二〜四 ︵略︶
２〜４ ︵略︶

二〜四 ︵略︶
２〜４ ︵略︶
５

の金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て︑五十円以上

て改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額︵そ

一号︶第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとし

あるのは﹁十四万九千七百円に国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十

八条の五第一項の規定の適用については︑同項第一号中﹁十二万円﹂と

要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は︑政令

八条の五︑第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必

おその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十

九百円﹂と読み替えるものとするほか︑第二項及び前項の規定によりな

は﹁十五万四千二百円﹂と︑﹁二十一万円﹂とあるのは﹁二十六万九千

八条の五第一項の規定の適用については︑同項中﹁十二万円﹂とあるの

前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十

５ 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十

百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるものとする︒︶

で定める︒

６ ︵略︶

﹂と︑同項第二号中﹁二十一万円﹂とあるのは﹁二十六万二千百円に前
号に規定する改定率を乗じて得た金額︵その金額に五十円未満の端数が
あるときは︑これを切り捨て︑五十円以上百円未満の端数があるときは
︑これを百円に切り上げるものとする︒︶﹂と︑同項第三号中﹁十二万
円﹂とあるのは﹁十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて
得た金額︵その金額に五十円未満の端数があるときは︑これを切り捨て
︑五十円以上百円未満の端数があるときは︑これを百円に切り上げるも
のとする︒︶﹂と読み替えるものとするほか︑第二項及び前項の規定に
よりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに
第八十八条の五︑第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用につ
いて必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は
︑政令で定める︒
６ ︵略︶
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７ 共済法第八十九条第四項の規定は︑遺族年金について準用する︒

第五十条 削除

︵退職年金等の額の自動改定︶

第五十条 旧共済法による年金︵大正十五年四月二日以後に生まれた者が

受ける権利を有する通算退職年金を除く︒︶については︑物価指数が平

成十年︵この項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは

︑直近の当該措置が講じられた年の前年︶の物価指数を超え︑又は下る

に至つた場合においては︑その上昇し︑又は低下した比率を基準として

︑その翌年の四月分以後の当該年金の額を改定する︒

２ 前項の規定による年金の額の改定の措置は︑政令で定める︒

３ 退職年金︑減額退職年金︑障害年金又は遺族年金の額が附則第三十五

条第三項︵附則第三十七条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第

三十六条第三項︵附則第三十九条において準用する場合を含む︒︶︑第

四十二条第三項又は第四十六条第六項の規定︵以下この項において﹁従

前額保障の規定﹂という︒︶により︑施行日の前日における年金額をも

つて改定後の年金額とされたものである場合における第一項の規定によ

る年金の額の改定は︑従前額保障の規定の適用がないものとした場合の

当該年金の額について行うものとし︑その改定後の当該年金の額が従前

額保障の規定による年金の額より少ないときは︑その額をもつて同項の

規定による改定後の年金の額とする︒

４ 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつ

２・３ ︵略︶

第五十二条 ︵略︶

た者が︑施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合に

４ 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつ

２・３ ︵略︶

第五十二条 ︵略︶

︵更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例︶

た者が︑施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合に

おいて︑旧施行法第十一条の規定︵他の法令においてその例によること

︵更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例︶

おいて︑旧施行法第十一条の規定︵他の法令においてその例によること
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属する月の翌月分以後︑その額を︑当該改定後の退職年金又は減額退職

後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは︑その達した日の

項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定

金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六

つ︑その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年

により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり︑か

力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定

とされる同条の規定を含む︒以下この条において同じ︒︶がなおその効

額より少ないときは︑その達した日の属する月の翌月分以後︑その額を

するものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の

の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定を

年金の額の改定の措置が講じられたときは︑当該改定後の額︶が施行日

金又は減額退職年金の額︵その額について︑附則第五十条の規定による

つ︑その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年

により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり︑か

力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定

とされる同条の規定を含む︒以下この条において同じ︒︶がなおその効

︵更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例︶

︒この場合においては︑附則第五十条第三項の規定を準用する︒

︑当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する

年金の額に相当する額に改定する︒

︵更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例︶

３ 前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額

が︑その者が施行日の前日において︑旧施行法第十五条又は第十六条の

３ 前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額

第五十三条 ︵略︶

が︑その者が施行日の前日において︑旧施行法第十五条又は第十六条の

規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは︑前二

第五十三条 ︵略︶

規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは︑前二

項の規定にかかわらず︑その現に支給を受けていた額をもつて︑これら

２ ︵略︶

項の規定にかかわらず︑その現に支給を受けていた額をもつて︑これら

の規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする︒

２ ︵略︶

の規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする︒

この場合においては︑附則第五十条第三項の規定を準用する︒

金︑減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の

第五十七条 更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年

うちに次の各号に掲げる期間があるものに対する附則第五十条の規定の

金︑減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の

第五十七条 更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年

︵更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例︶

うちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項︵

適用については︑同条第三項︵附則第五十二条第四項及び第五十三条第

︵更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例︶

附則第三十七条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第三十六条第
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一・二 ︵略︶

る︒

金額を超えるときは︑当該百分の六十八・〇七五に相当する金額︶とす

額︵その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する

額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金

の額に︑次の各号に掲げる期間に応じ︑当該各号に定める金額に俸給年

適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は︑当該年金

第三項の規定︵以下この項において﹁従前額保障の規定﹂という︒︶の

三項︵附則第三十九条において準用する場合を含む︒︶又は第四十二条

一・二 ︵略︶

十八・〇七五に相当する金額︶﹂とする︒

の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは︑当該百分の六

率を乗じて得た金額を加えて得た金額︵その加えて得た金額が俸給年額

れぞれ同表の下欄に掲げる率に乗じて得た率を基準として政令で定める

規定する比率を附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそ

七条第一項各号に掲げる期間に応じ︑同項各号に掲げる金額に第一項に

の額﹂とあるのは︑﹁従前額保障の規定による年金の額に︑附則第五十

三項において準用する場合を含む︒︶中﹁従前額保障の規定による年金

︑七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者︑子若しくは

孫である場合において︑当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員

︑七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者︑子若しくは

前項の規定は︑更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が

孫である場合において︑当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員

期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに対する附則第五十条︵

２

期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額

附則第五十二条第四項及び第五十三条第三項において準用する場合を含

２ 前項の規定は︑更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が

について準用する︒この場合においては︑同項第一号中﹁十七年﹂とあ

前項第一号中﹁十七年﹂とあるのは﹁二十年﹂と︑﹁当該年金が減額退

む︒︶の規定を適用する場合について準用する︒この場合においては︑

額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗

職年金であるときは︑その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七

るのは﹁二十年﹂と︑﹁当該年金が減額退職年金であるときは︑その金
じて得た金額﹂とあるのは﹁当該年金が公務によらない遺族年金である

条第一項に規定する割合を乗じて得た金額﹂とあるのは﹁当該年金が公

附則別表第五︵附則第三十五条︑附則第五十七条関係︶

は︑適用しない︒

定は︑旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金について

第五十八条 附則第三十五条から前条まで︵附則第五十条を除く︒︶の規

︵未帰還者に係る年金の特例︶

３ ︵略︶

額﹂と読み替えるものとする︒

務によらない遺族年金であるときは︑その金額の二分の一に相当する金

ときは︑その金額の二分の一に相当する金額﹂と読み替えるものとする︒

３ ︵略︶
︵未帰還者に係る年金の特例︶
第五十八条 附則第三十五条から前条までの規定は︑旧施行法第四十九条
第三項の規定により支給される年金については︑適用しない︒

附則別表第五︵附則第三十五条︑附則第五十七条関係︶

- 122 -

昭和五年四月一日以前に生まれた者

一・二二二

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生ま

昭和五年四月一日以前に生まれた者

一・二七〇

一・二五八

れた者

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生ま
れた者

昭和七年四月二日以後に生まれた者

一・三〇四

一・二九八

一・二三三

一・二七一

一・二六六

一・二六六

一・二六〇

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生ま
れた者
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生ま
れた者
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生ま
れた者
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生ま
れた者
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生
まれた者

一・二九一

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に 一・二八一
生まれた者
昭和十二年四月二日以後に生まれた者
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正

案

現

︵傍線の部分は改正部分︶

﹁改定率﹂という︒︶を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満の端

一 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率︵以下

数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数がある

﹁改定率﹂という︒︶を乗じて得た金額︵その金額に五十銭未満の端

一 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率︵以下

行

数があるときは︑これを切り捨て︑五十銭以上一円未満の端数がある

ときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の月数

第十六条 ︵同上︶

︵退職共済年金の額の経過的加算︶

附 則

◎ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶︻平成十七年四月一日施行分︼

改

︵第十条関係︶

附 則
︵退職共済年金の額の経過的加算︶
第十六条 退職共済年金︵大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職
年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める
年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの︵以下この条に
おいて﹁施行日に六十歳以上である者等﹂という︒︶に係るもの及び共
済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く︒︶の額の算定
については︑当分の間︑第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超
えるときは︑共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定によ
り算定した金額は︑これらの規定にかかわらず︑これらの規定により算
定した金額に︑第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して

ときは︑これを一円に切り上げるものとする︒︶に組合員期間の月数

︵当該月数が四百四十四月を超えるときは︑四百四十四月︶を乗じて

得た金額を加算した金額とする︒

︵当該月数が四百八十月を超えるときは︑四百八十月︶を乗じて得た

二 ︵略︶

得た金額

二 ︵略︶

２〜７ ︵略︶

金額
２〜７ ︵略︶
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第十六条の規定は適用しないものとし︑当該組合員期間の月数が四百八

︒以下この項において同じ︒︶及び第十二条の七の五の規定並びに附則

及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む

第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項

済法附則第十二条の四の二第二項第一号︵共済法附則第十二条の四の三

基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは︑共

算定する場合においては︑当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の

３ 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を

２ ︵略︶

第十九条 ︵略︶

四十四月未満であり︑かつ︑その月数と退職共済年金の額の算定の基礎

則第十六条の規定は適用しないものとし︑当該組合員期間の月数が四百

む︒以下この項において同じ︒︶及び第十二条の七の五の規定並びに附

項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含

三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二

共済法附則第十二条の四の二第二項第一号︵共済法附則第十二条の四の

基礎となつている組合員期間の月数が四百四十四月以上であるときは︑

算定する場合においては︑当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の

３ 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を

２ ︵略︶

第十九条 ︵略︶

︵退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例︶

十月未満であり︑かつ︑その月数と退職共済年金の額の算定の基礎とな

となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百四十四月を超え

︵退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例︶

つている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるとき

るときは︑共済法附則第十二条の四の二第二項第一号並びに第十二条の

号及び第四項の規定に規定する金額の算定については︑四百四十四月か

は︑共済法附則第十二条の四の二第二項第一号並びに第十二条の七の五
第四項の規定に規定する金額の算定については︑四百八十月から当該退

ら当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員

七の五第一項︑第四項及び第五項の規定並びに附則第十六条第一項第一

職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月

期間の月数を控除して得た月数をもつて︑これらの規定に規定する金額

第一項︑第四項及び第五項の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び

数を控除して得た月数をもつて︑これらの規定に規定する金額の算定の

の算定の基礎とする組合員期間の月数とする︒

第三十六条 ︵同上︶

︵退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶

４ ︵略︶

基礎とする組合員期間の月数とする︒
４ ︵略︶
︵退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶
第三十六条 退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以
後の組合員である間において︑次の各号に掲げる場合に該当する期間が
あるときは︑その期間については︑退職年金の額のうち︑当該各号に定
める金額に共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により
算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り
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︑支給の停止は︑行わない︒

て同じ︒︶と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組

する総報酬月額相当額をいう︒次号及び附則第四十四条第一項におい

合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項並びに施行

て同じ︒︶と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組

する総報酬月額相当額をいう︒次号及び附則第四十四条第一項におい

その者の総報酬月額相当額︵共済法第七十九条第二項第一号に規定

合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項並びに施行

法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条の規定の例により算

一

法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条の規定の例により算

定した金額の百分の八十に相当する金額︵以下この項において﹁在職

その者の総報酬月額相当額︵共済法第七十九条第二項第一号に規定

定した金額︵以下この項において﹁在職中支給基本額﹂という︒︶を

中支給基本額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵以下この項にお

一

十二で除して得た金額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶

いて﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が二十八万円以下である場合

在職中支給基本額に相当する金額

との合計額が共済法第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額
︵以下この項及び附則第四十四条第一項において﹁停止解除調整開始
額﹂という︒︶以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超

え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイか

二

始額を超え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれ

らニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に

二 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開
ぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給

満たない場合

までに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定める金額

在職中支給基本額に相当する金額から︑次のイからニ

基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から︑次の
イからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定

に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

イ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

める金額に十二を乗じて得た金額を控除
して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報

当額が四十八万円以下である場合

その者の総報酬月額相当額と基

酬月額相当額が共済法第七十九条第四項に規定する停止解除調整変

相当する金額

本月額との合計額から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に
その者の総報酬月額相当額

更額︵以下この項及び附則第四十四条第一項において﹁停止解除調
整変更額﹂という︒︶以下である場合

と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額
の二分の一に相当する金額

基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

当額が四十八万円を超える場合 四十八万円と基本月額との合計額

ロ

酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変

から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にそ

ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報
更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た
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金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停
た金額

の者の総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た金額を加え

ハ 基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月

が四十八万円以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の

ハ
額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月

基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

一に相当する金額
ニ

額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月

が四十八万円を超える場合 その者の総報酬月額相当額から二十四

その者の総報酬月額

額相当額が停止解除調整変更額を超える場合

万円を控除して得た金額

第四十四条 ︵同上︶

︵障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶

２・３ ︵略︶

相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除し
て得た金額
２・３ ︵略︶
︵障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い︶
第四十四条 障害年金の受給権者が組合員である間において︑次の各号に
掲げる場合に該当する期間があるときは︑その期間については︑障害年
金の額のうち︑当該各号に定める金額︵当該障害年金が旧共済法の障害
等級の一級又は二級に該当するときは︑当該金額に共済法第八十三条の
規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額︶に相
当する部分に限り︑支給の停止は︑行わない︒

その者の総報酬月額相当額と当該障害年金の額のうちその算定の基

礎となつている組合員期間を基礎として共済法第八十二条第一項第一

一

礎となつている組合員期間を基礎として共済法第八十二条第一項第一

号及び施行法第十二条の規定並びに附則第九条の規定の例により算定

その者の総報酬月額相当額と当該障害年金の額のうちその算定の基

号及び施行法第十二条の規定並びに附則第九条の規定の例により算定

した金額の百分の八十に相当する金額︵以下この項において﹁在職中

一

した金額︵以下この項において﹁在職中支給基本額﹂という︒︶を十

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超

え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイか

二

在職中支給基本額に相当する金額

て﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が二十八万円以下である場合

支給基本額﹂という︒︶を十二で除して得た金額︵以下この項におい
在職中支給基本額に

その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開

相当する金額

の合計額が停止解除調整開始額以下である場合

二で除して得た金額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶と

二

始額を超え︑かつ︑次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれ
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める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

イからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定

基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から︑次の

ぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給

イ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額

までに掲げる場合の区分に応じ︑それぞれイからニまでに定める金額

満たない場合

らニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に

当額が四十八万円以下である場合

在職中支給基本額に相当する金額から︑次のイからニ

イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報
酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合

本月額との合計額から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に

その者の総報酬月額相当額と基

酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除

相当する金額

その者の総報

して得た金額の二分の一に相当する金額

当額が四十八万円を超える場合 四十八万円と基本月額との合計額

ロ 基本月額が二十八万円以下であり︑かつ︑その者の総報酬月額相

酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変

から二十八万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にそ

基本月額が停止解除調整開始額以下であり︑かつ︑その者の総報

更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た

の者の総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た金額を加え

ロ

金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停

た金額

ハ 基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月

基本月額が二十八万円を超え︑かつ︑その者の総報酬月額相当額

一に相当する金額

が四十八万円以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の
ニ

その者の総報酬月

額相当額が停止解除調整変更額以下である場合

基本月額が停止解除調整開始額を超え︑かつ︑その者の総報酬月

額相当額の二分の一に相当する金額
ニ

が四十八万円を超える場合 その者の総報酬月額相当額から二十四

その者の総報酬月額

額相当額が停止解除調整変更額を超える場合

万円を控除して得た金額
２ ︵略︶

相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除し
て得た金額
２ ︵略︶

権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等︵次

第四十五条 退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金の受給

項において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合におい

権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等︵次

第四十五条 退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金の受給

︵厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止︶

項において﹁厚生年金保険の被保険者等﹂という︒︶である場合におい

て︑その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額︵以下この条にお

︵厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止︶

て︑その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額︵以下この条にお

- 128 -

おいて﹁支給停止額﹂という︒︶に相当する金額の支給を停止する︒た

得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項に

総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して

停止調整額﹂という︒︶を超えるときは︑当該停止対象年金額のうち︑

第八十条第二項に規定する支給停止調整額︵以下この項において﹁支給

た額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が共済法

︒以下この項において﹁停止対象年金額﹂という︒︶を十二で除して得

年金の受給権者であるときは︑更に︑百分の五十を乗じて得た額とする

若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき︑又は障害

の年金の額に百分の九十を乗じて得た額︵当該退職年金︑減額退職年金

いて﹁総収入月額相当額﹂という︒︶とその者に支給されるべきこれら

止対象年金額に相当する金額を限度とする︒

停止対象年金額を超える場合には︑その支給を停止する金額は︑当該停

いう︒︶に相当する金額の支給を停止する︒ただし︑支給停止額が当該

する額に十二を乗じて得た金額︵以下この項において﹁支給停止額﹂と

基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当

万円を超えるときは︑当該停止対象年金額のうち︑総収入月額相当額と

た額︵以下この項において﹁基本月額﹂という︒︶との合計額が四十八

︒以下この項において﹁停止対象年金額﹂という︒︶を十二で除して得

年金の受給権者であるときは︑更に︑百分の五十を乗じて得た額とする

若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき︑又は障害

の年金の額に百分の九十を乗じて得た額︵当該退職年金︑減額退職年金

いて﹁総収入月額相当額﹂という︒︶とその者に支給されるべきこれら

２・３ ︵略︶

だし︑支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には︑その支給を
停止する金額は︑当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする︒
２・３ ︵略︶
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正

案
附 則

現

◎ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶︻平成十八年四月一日施行分︼

改

︵第十一条関係︶

附 則

第二十八条 ︵略︶

︵遺族共済年金の加算の特例︶

第二十八条 ︵略︶

２・３ ︵略︶

︵遺族共済年金の加算の特例︶
２・３ ︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

者である妻が︑国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりそ

第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は︑その受給権

者である妻が︑障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は

の額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは︑そ

４

国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算され

の間︑第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止す

第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は︑その受給権

た遺族厚生年金の支給を受けることができるときは︑その間︑第一項の

る︒

４

規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する︒
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正

案
附 則

現

◎ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶︻平成十九年四月一日施行分︼

改

︵第十二条関係︶

附 則

︵旧共済法による年金の支給期月等︶
第十条 ︵略︶

︵旧共済法による年金の支給期月等︶
第十条 ︵略︶

２

は︑旧共済法による年金について準用する︒

︵併給の調整の経過措置︶

共済法による年金について準用する︒

︵傍線の部分は改正部分︶

行

共済法第四十五条︑第七十四条の三及び第七十四条の四の規定は︑旧

２ 共済法第四十五条及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定

︵併給の調整の経過措置︶

５ 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に

第十一条 ︵略︶

５ 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に

規定する者であるときは︑その者が受ける退職共済年金は︑前各項︑共

第十一条 ︵略︶

規定する者であるときは︑その者が受ける退職共済年金は︑前各項︑共

済法第七十四条︑共済法第七十四条の二︑新国民年金法第二十条その他

２〜４ ︵略︶

済法第七十四条︑新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する

これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定める

２〜４ ︵略︶

併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については︑

ものの適用については︑退職年金とみなし︑退職共済年金でないものと
６・７ ︵略︶

みなす︒

退職年金とみなし︑退職共済年金でないものとみなす︒
６・７ ︵略︶

第十五条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法

第七十七条第一項及び第二項並びに第八十九条第一項第二号並びに共済

第十五条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法

︵退職共済年金の額の一般的特例︶

第七十七条第一項及び第二項︵共済法第七十八条の二第四項においてそ

法附則第十二条の四の二第二項及び第三項︵共済法附則第十二条の四の

︵退職共済年金の額の一般的特例︶

の例による場合を含む︒︶並びに第八十九条第一項及び第二項並びに共
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合に︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に︑

げる割合に︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは同表の第三欄に掲げる割

じ︑これらの規定中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは同表の第二欄に掲

含む︒︶の規定を適用する場合においては︑同欄に掲げる者の区分に応

二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を

の三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第

済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項︵共済法附則第十二条の四

れぞれ読み替えるものとする︒

に︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に︑そ

る割合に︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは同表の第三欄に掲げる割合

︑これらの規定中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは同表の第二欄に掲げ

む︒︶の規定を適用する場合においては︑同欄に掲げる者の区分に応じ

項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含

三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二

それぞれ読み替えるものとする︒

支給されるものである場合に限る︒︶においては︑共済法第八十九条第

る遺族共済年金が共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより

三項及び第九十三条の三の規定を適用する場合︵当該遺族が支給を受け

二項及び第九十三条の三中﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁千分の二

支給されるものである場合に限る︒︶においては︑共済法第八十九条第

る遺族共済年金が共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより

二項及び第九十三条の三の規定を適用する場合︵当該遺族が支給を受け

２ 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第八十九条第

三項及び第九十三条の三中﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁千分の二

・四六六︵その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法

附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第八十九条第

・四六六︵その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法

等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則別表第二の第

２

等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則別表第二の第

の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれ

よる改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金

３ 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定に

たものについて共済法第七十七条第一項及び第二項並びに共済法附則第

の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれ

よる改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金

３ 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定に

一欄に掲げる者であるときは︑同欄に掲げる者の区分に応じ︑同表の第

たものについて共済法第七十七条第一項及び第二項︵共済法第七十八条

十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるも

一欄に掲げる者であるときは︑同欄に掲げる者の区分に応じ︑同表の第

の二第四項においてその例による場合を含む︒︶並びに共済法附則第十

のとされた共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定を適用

二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割

二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるもの

する場合においては︑第一項の規定にかかわらず︑共済法第七十七条第

二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割

とされた共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定を適用す

一項並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項

合を加えた割合︶﹂とする︒

る場合においては︑第一項の規定にかかわらず︑共済法第七十七条第一

においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項

合を加えた割合︶﹂とする︒

項︵共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む︒︶
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含む︒︶並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第

七条第二項︵共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を

千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の七・三〇八﹂と︑共済法第七十

いてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項中﹁

並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項にお

︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・一八三﹂とする︒

の二第三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の〇・三六五﹂と

の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四

七十七条第二項並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条

中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の七・三〇八﹂と︑共済法第

三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第
三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の〇・三六五﹂と︑﹁千
分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・一八三﹂とする︒

第十六条 ︵略︶

︵退職共済年金の額の経過的加算︶

第十六条 ︵略︶

２〜７ ︵略︶

︵退職共済年金の額の経過的加算︶
２〜７ ︵略︶
８ 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については
︑共済法第七十八条の二第四項中﹁金額に﹂とあるのは︑﹁金額に国家
公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号
︶附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算し

項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合

共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第二

む︒︶及び第七十八条並びに附則第十二条の四の二第二項及び第三項︵

七十七条︵共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含

げる者である場合における当該退職共済年金の額については︑共済法第

あつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち︑次の各号に掲

第二十一条 退職共済年金の受給権者が︑施行日の前日において組合員で

︵退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例︶

までの規定により算定した額が当該各号に定める額︵その者が老齢基礎

合を含む︒︶並びに施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条

二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場

︵共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十二条の七の二第

七十七条及び第七十八条並びに附則第十二条の四の二第二項及び第三項

げる者である場合における当該退職共済年金の額については︑共済法第

あつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち︑次の各号に掲

第二十一条 退職共済年金の受給権者が︑施行日の前日において組合員で

︵退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例︶

た金額に﹂とする︒

を含む︒︶並びに施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条ま
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額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところ

金の支給を受けるときは︑当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の

での規定により算定した額が当該各号に定める額︵その者が老齢基礎年

定める額をもつて︑当該退職共済年金の額とする︒

ろにより算定した額を控除して得た額︶より少ないときは︑当該各号に

の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるとこ

年金の支給を受けるときは︑当該各号に定める額から当該老齢基礎年金

２

附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算され

第二十一条の二 ︵略︶

︵退職共済年金の支給停止の特例︶

２ ︵略︶

一・二 ︵略︶

により算定した額を控除して得た額︶より少ないときは︑当該各号に定
める額をもつて︑当該退職共済年金の額とする︒
一・二 ︵略︶
２ ︵略︶
︵退職共済年金の支給停止の特例︶
附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算され

第二十一条の二 ︵略︶
２

た退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規

規定により加算された金額に相当する部分に﹂と︑同項第一号中﹁加給

た退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規

規定により加算された金額に相当する部分に﹂と︑同項第一号中﹁加算

年金額を﹂とあるのは﹁加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の

定の適用については︑共済法第七十九条第二項中﹁相当する部分に﹂と

される金額を﹂とあるのは﹁加算される金額並びに国家公務員等共済組

一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算さ

定の適用については︑共済法第七十九条第二項中﹁相当する部分に﹂と

合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定によ

れた金額を﹂と︑共済法第八十条第一項中﹁加給年金額﹂とあるのは﹁

あるのは﹁相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正

り加算された金額を﹂と︑共済法第八十条第一項中﹁加算される金額﹂

加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭

あるのは﹁相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正

とあるのは﹁加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を

和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四項の規定により加

する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四項の

改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四

算された金額﹂とする︒

する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項又は第四項の

項の規定により加算された金額﹂とする︒
︵退職共済年金の支給の繰下げの経過措置︶
第二十一条の三 退職共済年金について︑共済法第七十八条の二の規定を
適用する場合においては︑同条第一項ただし書中﹁︑障害共済年金若し
くは遺族共済年金﹂とあるのは﹁︑障害共済年金若しくは遺族共済年金
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︑国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第
百五号︶附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条
第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧
船員保険法による年金たる保険給付︵これらの給付のうち退職又は老齢
を給付事由とするものを除く︒以下この条において﹁旧共済法等による
年金﹂という︒︶﹂と︑﹁において障害共済年金若しくは遺族共済年金
﹂とあるのは﹁において障害共済年金若しくは遺族共済年金︑旧共済法
等による年金﹂と︑同条第二項中﹁遺族共済年金︑﹂とあるのは﹁遺族
共済年金︑旧共済法等による年金﹂とする︒

第二十八条 共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五

歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは︑当

第二十八条 共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五

︵遺族共済年金の加算の特例︶

歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは︑当

該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ又は同項第

︵遺族共済年金の加算の特例︶

該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ⑴又はロ⑴

り算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除し

二号イに掲げる金額は︑これらの規定にかかわらず︑これらの規定によ

例により算定した金額を含む︒︶は︑これらの規定にかかわらず︑これ

て得た金額を加算した金額とする︒

に掲げる金額︵同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の
らの規定により算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる
金額を控除して得た金額を加算した金額とする︒

ち︑これらの規定による加算額に相当する部分は︑共済法第七十四条︑

６ 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のう

２〜５ ︵略︶

第二十九条 ︵略︶

２〜４ ︵略︶

新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関す

ち︑これらの規定による加算額に相当する部分は︑共済法第七十四条︑

６ 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のう

２〜５ ︵略︶

第二十九条 ︵略︶

２〜４ ︵略︶

一・二 ︵略︶

新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関す

る規定で政令で定めるものの適用については︑遺族基礎年金とみなし︑

一・二 ︵略︶

る規定で政令で定めるもの及び共済法第九十三条の二第一項第五号の規

- 135 -

定の適用については︑遺族基礎年金とみなし︑遺族共済年金でないもの
とみなす︒

遺族共済年金でないものとみなす︒

条第一項から第三項までの規定の適用については︑同条第一項第一号ロ

二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における共済法第八十九

︒︶の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く︒︶で組合員期間が

法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう︒以下同じ

第三十条 退職年金又は減額退職年金の受給権者︵特例退職年金︵旧共済

者の区分に応じ︑それぞれ⑴又は⑵に定める﹂とあるのは﹁⑴に定める

条第一項第二号の規定の適用については︑同号ロ中﹁⑴又は⑵に掲げる

二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における共済法第八十九

︒︶の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く︒︶で組合員期間が

法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう︒以下同じ

第三十条 退職年金又は減額退職年金の受給権者︵特例退職年金︵旧共済

︵退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例︶

に定 め

︵退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例︶

⑵中﹁次の 又は

﹂と︑﹁組合員期間が二十年以上である者﹂とあるのは﹁国家公務員等

又は

る﹂とあるのは﹁ に定める﹂と︑﹁組合員期間が二十年以上である者

共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項に規定する退職

に掲げる者の区分に応じ︑それぞれ

﹂とあるのは﹁国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第

年金又は減額退職年金の受給権者﹂とする︒

第五条の規定による改正前の船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︒

であつた期間︵施行日前において組合員でない船員︵国民年金等改正法

かわらず︑旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員

に関する規定等﹂という︒︶の適用については︑附則第七条の規定にか

項第二号イを除く︒︶の規定︵以下この条において﹁共済法の長期給付

に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで︵附則第十六条第一

つた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付

項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう︒以下同じ︒︶であ

員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一

第三十二条 施行日前の旧船員組合員︵旧共済法第百十九条に規定する船

第五条の規定による改正前の船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︒

であつた期間︵施行日前において組合員でない船員︵国民年金等改正法

かわらず︑旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員

に関する規定等﹂という︒︶の適用については︑附則第七条の規定にか

項第二号イを除く︒︶の規定︵以下この条において﹁共済法の長期給付

に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで︵附則第十六条第一

つた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付

項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう︒以下同じ︒︶であ

員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一

第三十二条 施行日前の旧船員組合員︵旧共済法第百十九条に規定する船

（ii）

以下﹁旧船員保険法﹂という︒︶による船員保険の被保険者をいう︒以

︵船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等︶

２・３ ︵略︶

三十条第一項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者﹂とする︒
２・３ ︵略︶

（ｉ）

︵船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等︶

（ｉ）
（ii）

以下﹁旧船員保険法﹂という︒︶による船員保険の被保険者をいう︒以
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（ｉ）

年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金

る︒ただし︑共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済

をもつて︑当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とす

あつた期間を合算した期間︶の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数

期間を除く︒︶を有する者であるときは︑当該組合員でなかつた船員で

をいう︒以下同じ︒︶の規定に該当した者の組合員でない船員であつた

する旧公企体共済法︵施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法

下同じ︒︶であつた期間︵旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当

の額の算定については︑この限りでない︒

年金及び共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金

る︒ただし︑共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済

をもつて︑当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とす

あつた期間を合算した期間︶の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数

期間を除く︒︶を有する者であるときは︑当該組合員でなかつた船員で

をいう︒以下同じ︒︶の規定に該当した者の組合員でない船員であつた

する旧公企体共済法︵施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法

下同じ︒︶であつた期間︵旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当

２〜５ ︵略︶

の額の算定については︑この限りでない︒
２〜５ ︵略︶

第四十六条 ︵略︶

︵遺族年金の額の改定︶

第四十六条 ︵略︶

２〜６ ︵略︶

︵遺族年金の額の改定︶
２〜６ ︵略︶

７ 共済法第八十九条第四項の規定は︑遺族年金について準用する︒

第五十条 削除

７ 共済法第八十九条第五項の規定は︑遺族年金について準用する︒
︵離婚等をした場合における特例︶
第五十条 退職年金︑減額退職年金︑通算退職年金又は障害年金の受給権
者が共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合における
これらの年金の額の改定その他必要な事項については︑同条から共済法
第九十三条の十二までの規定に準じて︑政令で定める︒
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正

案

現

第六条 ︵略︶

︵退職共済年金の額の算定に関する経過措置︶

附 則

◎ 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成六年法律第九十八号︶︻平成十七年四月一日施行︼

改

︵第十三条関係︶

附 則
︵退職共済年金の額の算定に関する経過措置︶
第六条 ︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

２ 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する昭和六十年改正法附則第

十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については︑当分

の間︑これらの規定中﹁四百四十四月﹂とあるのは︑﹁四百四十四月︵

昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち︑昭和四年四月一日以前に生

まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四

百二十月︑同月二日以後に生まれた者︵施行日に六十歳以上である者等

に該当する者を除く︒︶にあつては四百三十二月︶﹂とする︒

３ 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する国家公務員共済組合法の

長期給付に関する施行法︵昭和三十三年法律第百二十九号︶第十一条第

一項の規定の適用については︑当分の間︑同項中﹁三十七年﹂とあるの

は﹁三十七年︵昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち︑昭和四年四

月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正す

る法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一項に規定する施行

日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年︑同月二日

以後に生まれた者︵同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該

昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する国家公務員共済組合法︵

当するものを除く︒︶にあつては三十六年︶﹂とする︒
４

昭和三十三年法律第百二十八号︶附則第十二条の四の二第二項第一号の
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規定並びに同法附則第十三条第一項及び国家公務員共済組合法の長期給

付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用につい

ては︑当分の間︑同号中﹁四百四十四月﹂とあるのは︑﹁四百四十四月

︵昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち︑国家公務員等共済組合法

等の一部を改正する法律︵昭和六十年法律第百五号︶附則第十六条第一

項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四

百二十月︑同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者

以外の者にあつては四百三十二月︶﹂とする︒
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正

案
附 則

現

◎ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成八年法律第八十二号︶︻平成十六年十月一日施行︼

改

︵第十四条関係︶

附 則

︵存続組合が支給する長期給付︶
第三十三条 ︵略︶

︵存続組合が支給する長期給付︶
第三十三条 ︵略︶

２〜５ ︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの︵以下この条において

２〜５ ︵略︶

６

﹁退職特例年金給付﹂という︒︶及び障害を支給事由とするものについ

特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの︵以下この条において

﹁退職特例年金給付﹂という︒︶及び障害を支給事由とするものについ

ては︑国家公務員共済組合法第七十七条第四項︑第七十九条第一項及び

13
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６

ては︑国家公務員共済組合法第七十七条第四項︑第七十九条第一項及び

六十年国共済改正法附則第二十条第四項及び第二十一条第三項の規定は

第二項︑第八十四条第二項︑第八十五条第一項︑第八十七条第一項︑第

六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第二項の規定は

︑適用しない︒この場合において︑これらの年金たる給付の受給権を有

第二項︑第八十四条第二項︑第八十五条第一項︑第八十七条第一項︑第

︑適用しない︒この場合において︑これらの年金たる給付の受給権を有

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済

二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済

組合の組合員となったときは︑国家公務員共済組合法第八十条又は第八

二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和

組合の組合員となったときは︑国家公務員共済組合法第八十条又は第八

︵略︶

七十二条の二の規定による年金の額の改定は︑当該退職特例年金給付の

７〜

十七条の二の規定を準用する︒

︵略︶

十七条の二の規定を準用する︒
７〜

である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち国家公務員共

額のうち同法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に

︵略︶

済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当

︵略︶
13

定は︑適用しない︒
・

・

相当するものについては︑行わないものとする︒

前項に規定する退職特例年金給付についての国家公務員共済組合法第

10
11

12

するものについては︑同法第七十二条の三から第七十二条の六までの規

平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合

10

11
12

財務大臣は︑指定基金が合併し︑若しくは分割したとき︑指

︵指定の取消し︶
第五十二条
定基金が確定給付企業年金法︵平成十三年法律第五十号︶第百十二条第
一項の規定により同項に規定する企業年金基金︵以下﹁企業年金基金﹂
という︒︶となったとき又は指定基金が解散したときは︑附則第四十七
条第一項の規定による指定を取り消すものとする︒
２・３ ︵略︶

︵指定の取消し︶

第五十二条 財務大臣は︑指定基金が合併し︑分割し︑又は解散したとき

は︑附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すものとする︒

２・３ ︵略︶

七条第一項の規定による指定を取り消したときは︑合併により設立され

４ 財務大臣は︑指定基金が合併し︑又は分割したことにより附則第四十

指定基金が確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金

︑若しくは合併後存続する基金又は分割により設立され︑若しくは分割

財務大臣は︑指定基金が合併し︑若しくは分割したことにより︑又は

基金となったことにより︑附則第四十七条第一項の規定による指定を取

後存続する基金︵以下﹁新基金﹂という︒︶を新たに指定するものとす

４

り消したときは︑合併により設立され︑若しくは合併後存続する基金若

る︒

６・７ ︵略︶

５ ︵略︶

しくは分割により設立され︑若しくは分割後存続する基金又は当該企業
年金基金︵以下﹁新基金﹂という︒︶を新たに指定するものとする︒
５ ︵略︶
６ 財務大臣が第四項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場
合における附則第四十七条第一項︑第四十九条第一項及び第五十五条第
一項の規定の適用については︑附則第四十七条第一項中﹁厚生年金基金
﹂とあるのは﹁厚生年金基金又は企業年金基金﹂と︑附則第四十九条第
一項中﹁厚生年金保険法第百三十条に規定する業務﹂とあるのは﹁厚生
年金保険法第百三十条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に
基づく企業年金基金の業務﹂と︑附則第五十五条第一項中﹁指定基金は
﹂とあるのは﹁指定基金︵当該指定基金が厚生年金基金であるものに限
る︒以下この条︑次条︑附則第五十七条︑第五十九条及び第六十三条に
おいて同じ︒︶は﹂とする︒
７・８ ︵略︶
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正

現

第三十三条 ︵略︶

案
附 則

◎ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成八年法律第八十二号︶︻平成十八年四月一日施行分︼

改

︵第十五条関係︶

附 則

第三十三条 ︵略︶

２〜４ ︵略︶

︵存続組合が支給する長期給付︶

２〜４ ︵略︶

５ ︵同上︶

︵存続組合が支給する長期給付︶

５ 特例年金給付︵国家公務員共済組合法第七十四条第一項又は昭和六十
年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されて
いるものを除く︒︶の受給権を有する者が︑当該特例年金給付と併せて
次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは︑当該特例
年金給付の額は︑第二項の規定にかかわらず︑国共済法等の規定に基づ
き計算した年金たる長期給付の額︵国家公務員共済組合法第七十四条第
二項の規定︵他の法令においてその例によることとされる場合を含む︒
︶により支給の停止を行わないこととされる額︵以下この項において﹁
職域相当額﹂という︒︶があるときは︑当該職域相当額を控除した額と
する︒︶から︑当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号
に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額
とする︒

︵傍線の部分は改正部分︶

国民年金法による年金たる給付︵同法第二十条第一項その他これに

相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりそ

三 国民年金法による年金たる給付︵同法第二十条第一項その他これに

行

相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりそ

の支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由

一・二 ︵略︶

の支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由

に基づいて支給されるものを除くものとし︑さらに︑当該特例年金給

一・二 ︵略︶
三

に基づいて支給されるものを除くものとし︑さらに︑当該特例年金給
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該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの︵以下この条において﹁

その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る︒︶を︑当

給付﹂という︒︶であるときは障害を給付事由とする年金たる給付︵

付が退職を支給事由とするもの︵以下この条において﹁退職特例年金

︒︶

その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る︒︶を除く

給付﹂という︒︶であるときは老齢を支給事由とする年金たる給付︵

付が死亡を支給事由とするもの︵以下この条において﹁遺族特例年金

遺族特例年金給付﹂という︒︶であるときは老齢及び障害を支給事由
とする年金たる給付︵これらの受給権を有する者が六十五歳に達して
いるものに限る︒︶を除く︒︶

項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済

十四条第二項︑第八十五条第一項︑第八十七条第一項︑第二項及び第四

務員共済組合法第七十七条第四項︑第七十九条第一項及び第二項︑第八

二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和

第二項︑第八十四条第二項︑第八十五条第一項︑第八十七条第一項︑第

ては︑国家公務員共済組合法第七十七条第四項︑第七十九条第一項及び

﹁退職特例年金給付﹂という︒︶及び障害を支給事由とするものについ

特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの︵以下この条において

改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第二項の規定は︑適用しない

六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第二項の規定は

６

︒この場合において︑これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行

︑適用しない︒この場合において︑これらの年金たる給付の受給権を有

︵略︶
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６ 退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては︑国家公

日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員

する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済

７〜

十七条の二の規定を準用する︒

組合の組合員となったときは︑国家公務員共済組合法第八十条又は第八

となったときは︑国家公務員共済組合法第八十条又は第八十七条の二の

︵略︶

13

規定を準用する︒
７〜
13

正

案

２〜

現

︵略︶

第三十三条 ︵略︶

︵存続組合が支給する長期給付︶

附 則

◎ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成八年法律第八十二号︶︻平成十九年四月一日施行分︼

改

︵第十六条関係︶

附 則
︵存続組合が支給する長期給付︶
︵略︶

︵略︶

12

第三十三条 ︵略︶
２〜

遺族特例年金給付︵その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれ

た者であるものに限る︒︶の額の算定及び改定並びにその支給の停止に
関し必要な事項は︑政令で定める︒
国家公務員共済組合法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規

定は︑特例年金給付︵遺族特例年金給付を除く︒︶の受給権者が同法第
九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用する︒こ
の場合において必要な事項は︑政令で定める︒
︵略︶

旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第

︵退職特例年金給付の繰下げの申出の特例︶
第三十三条の二

四十四条の三第一項の申出をする場合には︑当該申出と同時に前条第一
項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七十八条

︵傍線の部分は改正部分︶

行
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12

の二第一項の申出を行わなければならない︒

13

13
14
15

正

案
附 則

現

◎ 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶︻平成十六年十月一日施行︼

改

︵第十七条関係︶

附 則

︵傍線の部分は改正部分︶

行

第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

︵平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関

第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

支給する法による年金である給付の額については︑第二条の規定による

︵平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関

支給する法による年金である給付の額については︑法第七十七条第一項

改正後の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項

する経過措置︶

及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第八十九条第一項及び第二

︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二

する経過措置︶

項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定︵法附則

号及び第三項の規定︵第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四

の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年

第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二
に昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を

改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む︒︶によ

の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項︑第十二条

含む︒︶による金額は︑これらの規定にかかわらず︑次の各号の規定に

る金額は︑これらの規定にかかわらず︑次の各号の規定による金額を合

項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並び

よる金額を合算した金額とする︒

項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改

二項︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定によ

正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用

二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改

二項︑第八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項第

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定によ

算した金額とする︒

正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこ

平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定に

よる改正後の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び

二

したとしたならばこれらの規定により算定される金額

平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の

れらの規定により算定される金額
二

二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第
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２

及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の

八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号

第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による

第二項︑第八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項

前項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の規

用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適

２

規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定に

よる改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の
基礎となる標準報酬の月額については︑同項の規定にかかわらず︑組合
員期間の各月の標準報酬の月額に︑法第七十二条の二に規定する再評価
率︵以下﹁再評価率﹂という︒︶を乗じて得た額とする︒
３ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加

当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日前

定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とあるの

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員期

は﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂とい

て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数﹂

う︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数

とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二

及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の

日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数︵

号及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間

月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁第七十七条第一項﹂とあるのは﹁国家

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

の月数﹂とする︒

公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号

- 146 -

︶附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項﹂

と︑﹁組合員期間﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間﹂とする︒

合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加え

該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組

後組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数︵当

七十七条第一項及び第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日

﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑第

後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒︶の計算﹂と︑

二条の二第一項中﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平成十五年四月以

﹁加えた金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除

日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは

数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準

基準日後組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月

合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁

という︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組

のは﹁平成十五年四月以後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂

規定による改正後の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

３ 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の

た金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得

して得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合

第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては︑法第七十

た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員期間

員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とある

４

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁

員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とある

のは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁

のは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第

基準日後組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数﹂と

基準日後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号及

二号及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期

数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合

び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月

間の月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁第七十七条第一項﹂とあるのは﹁

あるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間

数﹂とする︒

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十

一号︶附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一

定率を乗じて得た金額に満たないときは︑同条の規定にかかわらず︑当

定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改

第十二条 法による年金である給付の額については︑前条の規定により算

各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金

一を乗じて得た金額に満たないときは︑同条の規定にかかわらず︑当該

定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三

第十二条 法による年金である給付の額については︑前条の規定により算

項﹂と︑﹁組合員期間﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間﹂とする︒

該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得
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一 ︵略︶

た金額を︑同条の規定による金額とする︒
一 ︵略︶

額を︑同条の規定による金額とする︒

二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第

第二項︑第八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項

よる改正後の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び

二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定に

八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項第二号及び

第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による

平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の

第三項並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十

改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適

二

五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定に

用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

う︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員

は﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂とい

定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とあるの

前項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第一条の規

より算定される金額
２ 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは︑法第七十
二条の二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項
︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二
号及び第三項の規定︵法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十
二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二
条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてそ
の例による場合を含む︒︶により算定した金額が︑前項第二号の規定の
例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないと
きは︑これらの規定にかかわらず︑当該金額をこれらの規定に定める金
額とする︒
３ 平成十六年度における前二項の従前額改定率は︑一・〇〇一とする︒
第一項及び第二項の従前額改定率は︑毎年度︑法第七十二条の四第一

︑法第七十二条の六第一項又は第四項︶の規定の例により改定する︒

項又は第三項︵法第七十二条の五第一項に規定する調整期間にあっては

４

２

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準

５ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第一条の

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基
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条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

済組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

号︶第十七

の月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁次の表﹂とあるのは﹁国家公務員共

号及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

定により読み替えられた第七十七条第一項﹂と︑﹁附則第十三条の九の

﹂と︑﹁第七十七条第一項﹂とあるのは﹁同法附則第十二条第二項の規

組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表

月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁次の表﹂とあるのは﹁国家公務員共済

及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の

﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期

﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数﹂

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員期

えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して

組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加

当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日前

日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数︵

表﹂とあるのは﹁国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成

︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂と︑﹁第七十七条第一項﹂と
あるのは﹁同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十

十二年法律第二十一号︶附則別表﹂とする︒
号︶第十七

七条第一項﹂と︑﹁附則第十三条の九の表﹂とあるのは﹁国家公務員共
済組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

有する受給権者の長期給付﹂と︑﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平

二年法律第二十一号︶附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を

による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十

等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

号︶第十七条の規定

︑法第七十二条の二中﹁長期給付﹂とあるのは﹁国家公務員共済組合法

６ 第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては

一五四﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の

月数﹂と︑同条第二項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・

七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の

という︒︶の計算﹂と︑﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・

のは﹁平成十五年四月以後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂

規定による改正後の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

３ 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の

︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂とする︒

成十五年四月以後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒
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﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁千分の一・〇九六﹂

とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは

日後組合員期間の月数﹂と︑第七十七条第一項中﹁千分の五・四八一﹂

れ同表の下欄に掲げる率﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準

るのは﹁その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

ぞれ当該各号に定める金額︵以下﹁再評価率﹂という︒︶の月数﹂とあ

︶の計算﹂と︑﹁別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ︑それ

千分の一・四四二﹂と︑﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加えた金額︶に

とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁千分の一・三七﹂とあるのは﹁

二三﹂とあるのは﹁百分の二十三・〇七七﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂

・六一五﹂とあるのは﹁百分の十五・三八五﹂と︑﹁百分の二十一・九

九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑同条第二項中﹁百分の十四

百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇

九﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三

第八十二条第一項中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六

月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と︑

︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑

︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗

︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁千分の

﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁千分の〇

千分の〇・五七七﹂と︑第八十二条第一項中﹁千分の五・四八一﹂とあ

一・三七﹂とあるのは﹁千分の一・四四二﹂と︑﹁加えた金額︶﹂とあ

・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と︑同条第二項中﹁千分の

じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁千分の五・四八一﹂と

るのは﹁加えた金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月

二・四六六﹂とあるのは﹁千分の二・五九六﹂と︑﹁組合員期間の月数

るのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百

数で除して得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

あるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三

﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期

後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号中﹁千分

月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月

百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁

数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第三項中﹁千分

数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑同

千分の一・一五四﹂と︑同項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは

の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁組合員期間の月

月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑

﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後

数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八

条第二項中﹁百分の十四・六一五﹂とあるのは﹁百分の十五・三八五﹂

組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・

﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と︑附則第十三条の九中﹁附則別表

同項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と

一五四﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と

第四の各号に掲げる受給権者﹂とあるのは﹁国家公務員共済組合法等の

と︑﹁百分の二十一・九二三﹂とあるのは﹁百分の二十三・〇七七﹂と

︑同条第二項中﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁千分の二・五九六﹂
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と︑同条第三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四

﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂

二第二項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九

︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の

と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月

分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率﹂とする︒

に定める率﹂とあるのは﹁その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区

七十七条第一項﹂と︑﹁当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号

﹂とあるのは﹁同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられた第

げる期間に係る組合員期間を有する受給権者﹂と︑﹁第七十七条第一項

一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表の上欄に掲

４ ︵同上︶

﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂
と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂とする︒
前各項に定めるもののほか︑平成十五年度以後における法の長期給付

７ 第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は︑政令で定める︒
８
に関する規定等の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵法による年金である給付の額の改定の特例︶
第十二条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十
一条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付
の受給権を有する者について︑法第七十二条の三から第七十二条の六ま
での規定による再評価率の改定により︑当該年度において附則第十一条
第一項の規定により算定した金額︵以下この条において﹁当該年度額﹂
という︒︶が︑当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれら
の規定により算定した金額︵以下この条において﹁前年度額﹂という︒
︶に満たないこととなるときは︑これらの規定にかかわらず︑前年度額
前項の規定にかかわらず︑次の各号に掲げる場合において︑法第七十

を当該年度額とする︒
２

二条の三︵法第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用され
る場合を除く︒︶の規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑
前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなる
ときは︑当該金額を当該年度額とする︒
一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率︵以下﹁
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名目手取り賃金変動率﹂という︒︶が一を下回り︑かつ︑同項に規定
する物価変動率︵以下﹁物価変動率﹂という︒︶が名目手取り賃金変
動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取り賃金変動
率を上回る場合 物価変動率
３ 第一項の規定にかかわらず︑物価変動率が一を下回る場合において︑
法第七十二条の四︵法第七十二条の六において適用される場合を除く︒
︶の規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑前年度額に物価
変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑当該金額を当該
第一項の規定にかかわらず︑次の各号に掲げる場合において︑法第七

年度額とする︒
４

十二条の五︵法第七十二条の六において適用される場合を除く︒︶の規
定による再評価率の改定により︑当該年度額が前年度額に当該各号に定
める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑当該金額を当該
年度額とする︒
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取
り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り︑かつ︑物価変動率が名目手取
り賃金変動率を上回る場合︵物価変動率が一を上回る場合を除く︒︶
物価変動率
５ 第一項の規定にかかわらず︑物価変動率が一を下回る場合において︑
法第七十二条の六の規定による再評価率の改定により︑当該年度額が︑

一・二二

前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは︑
当該金額を当該年度額とする︒
附則別表︵附則第七条︑附則第十二条関係︶
昭和六十二年三月以前

附則別表︵附則第七条︑附則第十二条関係︶
昭和六十二年三月以前

一・二二
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平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・〇一

一・〇四

一・〇九

一・一六

一・一九

平成四年四月から平成五年三月まで

平成三年四月から平成四年三月まで

平成元年十二月から平成三年三月まで

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

〇・九九

一・〇一

一・〇四

一・〇九

一・一六

一・一九

〇・九一七

平成五年四月から平成十二年三月まで
平成十二年四月以後

〇・九九
政令で定める率

〇・九一七

平成五年四月から平成十二年三月まで
平成十二年四月から平成十七年三月まで
平成十七年度以後の各年度に属する月
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は
︑当該年度の前年度に属する月に係る率を︑法第七十二条の三第一
項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除し
て得た率を基準として定めるものとする︒
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正

現

︵傍線の部分は改正部分︶

規定による金額は︑同項の規定にかかわらず︑同日前の組合員期間の各

支給する法による脱退一時金については︑法附則第十三条の十第三項の

第十五条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

ず︑同日前の組合員期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額

法附則第十三条の十第三項の規定による金額は︑同項の規定にかかわら

支給する法による脱退一時金については︑第二条の規定による改正後の

第十五条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

行

月の標準報酬の月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期

並びに同日以後の組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当

案
附 則

◎ 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶︻平成十七年四月一日施行︼

改

︵第十八条関係︶

附 則

間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を合算して得た額を

等の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に︑組合員

︵法による脱退一時金に関する経過措置︶

組合員期間の月数で除して得た額に︑組合員期間に応じて支給率︵同条

期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た金額とする︒

︵法による脱退一時金に関する経過措置︶

第四項に規定する支給率をいう︒︶を乗じて得た金額とする︒
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正

案

現

◎ 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶︻平成十九年四月一日施行分︼
︵第十九条関係︶
改
附 則

︵傍線の部分は改正部分︶

行

︵平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関

附 則
︵平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関

第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

する経過措置︶

第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に

支給する法による年金である給付の額については︑第七十七条第一項及

する経過措置︶
支給する法による年金である給付の額については︑第七十七条第一項及

び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第八十九条第一項及び第二項

昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含

び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第八十九条第一項から第三項

びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合

む︒︶による金額は︑これらの規定にかかわらず︑次の各号の規定によ

並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定︵法附則第

を含む︒︶による金額は︑これらの規定にかかわらず︑次の各号の規定

る金額を合算した金額とする︒

まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定︵法附

による金額を合算した金額とする︒

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定によ

十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定によ

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

二項︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二

︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに

二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに第四

項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改

二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並

条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表

れらの規定により算定される金額

正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこ
号︒第三項及び次条において﹁平成十六年改正法

第二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成
十六年法律第

﹂という︒︶第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第
三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定され
る金額
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二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第

二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の

二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第

二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の

２ ︵略︶

八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号

２ ︵略︶

３ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の

八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第

３ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第二条の

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

二号及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基

二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基

て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

月数﹂と︑平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条

﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

第一項第一号イ中﹁平均標準報酬額の千分の五・四八一﹂とあるのは﹁

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

平成十五年四月一日前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂とい

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

う︒︶に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬

号及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する

の月数﹂とする︒

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

法律︵平成十二年法律第二十一号︶第二条の規定による改正前の第七十
七条に規定する平均標準報酬月額︵以下この条において﹁再評価率によ
る平均標準報酬月額﹂という︒︶の千分の七・一二五﹂と︑﹁組合員期
間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは
﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑﹁平均標準報酬額の千分の一・〇九
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六﹂とあるのは﹁再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五
﹂と︑同号ロ中﹁平均標準報酬額の千分の五・四八一﹂とあるのは﹁再
評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五﹂と︑﹁組合員期間
の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑﹁平均標準報酬
額の千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁再評価率による平均標準報酬月額
の千分の一・四二五﹂と︑﹁平均標準報酬額の千分の〇・五四八﹂とあ
るのは﹁再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三﹂と︑同
条第三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・四二五﹂と︑
﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁千分の三・二〇六﹂とする︒
４ 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては︑法第七十

４

第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては︑法第七十

二条の二第一項中﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平成十五年四月以

該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組

二条の二第一項中﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平成十五年四月以

該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組

合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加え

後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒︶の計算﹂と︑

合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁加え

た金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得

後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒︶の計算﹂と︑

た金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得

た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員期間

﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑第

た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号イ中﹁組合員期

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁

﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑第

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

基準日後組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数﹂と

七十七条第一項及び第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同号ロ中﹁組合員期間﹂とあるのは

あるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間

七十七条第一項及び第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日

﹁基準日後組合員期間﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号及び第

の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁

後組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数︵当

三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂

基準日後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号及

後組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数︵当

とする︒

び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月
数﹂とする︒
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第十二条 法による年金である給付の額については︑前条の規定により算
定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改
定率を乗じて得た金額に満たないときは︑同条の規定にかかわらず︑当
該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得

二項︑附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定によ

二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改

二項︑第八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項第

る改正前の法第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第

一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定によ

第十二条 ︵同上︶

三条の九並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第

正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用

た金額を︑同条の規定による金額とする︒

十五条及び附則別表第二の規定又は平成十六年改正法第五条の規定に

したとしたならばこれらの規定により算定される金額

したならばこれらの規定により算定される金額

平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の

二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第

平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の
二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項︑第

八十九条第一項及び第二項︑附則第十二条の四の二第二項第二号及び

二

よる改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定を適用したと
二

八十九条第一項から第三項まで︑附則第十二条の四の二第二項第二号

︑第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項

二条の二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項

２ 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは︑法第七十

号及び第三項の規定︵法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑第十

︑第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二

二条の二︑第七十七条第一項及び第二項︑第八十二条第一項及び第二項

２ 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは︑法第七十

第三項並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十

第二号及び第三項の規定︵法附則第十二条の四の三第一項及び第三項︑

二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二

及び第三項並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則

第十二条の七の二第二項︑第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第

条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてそ

五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定に

十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項におい

の例による場合を含む︒︶により算定した金額が︑前条第二項の規定の

第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規

てその例による場合を含む︒︶により算定した金額が︑前条第二項の規

例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないと

より算定される金額

定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たな

きは︑これらの規定にかかわらず︑当該金額をこれらの規定に定める金

定により算定される金額

いときは︑これらの規定にかかわらず︑当該金額をこれらの規定に定め
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て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二号

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

５ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第一条の

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同項第二号中﹁組合員期間の月数

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

て得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中﹁組合員

加えた金額︶に︑基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除し

前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁加えた金額︶﹂とあるのは﹁

︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日

準日前組合員期間の月数﹂と︑第八十二条第一項中﹁組合員期間の月数

員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基

いう︒︶の計算﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合

のは﹁平成十五年四月前の組合員期間︵以下﹁基準日前組合員期間﹂と

規定による改正前の法第七十七条第一項中﹁組合員期間の計算﹂とある

５ 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては︑第一条の

３・４ ︵略︶

額とする︒

及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の

﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁組合員

る金額とする︒

月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁次の表﹂とあるのは﹁国家公務員共済

３・４ ︵略︶

号︶第十七条

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵

は﹁基準日前組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の二第二項第二

済組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂と︑﹁第七十七条第一項﹂とあ

組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

号及び第三項中﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間

の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵

︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂と︑﹁第七十七条第一項﹂と

るのは﹁同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七

平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂と︑平成十六年改正法第五条の

あるのは﹁同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十

の月数﹂と︑附則第十三条の九中﹁次の表﹂とあるのは﹁国家公務員共

規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中﹁平均標準報酬額の

七条第一項﹂と︑﹁附則第十三条の九の表﹂とあるのは﹁国家公務員共

条第一項﹂と︑﹁附則第十三条の九の表﹂とあるのは﹁国家公務員共済

千分の五・四八一﹂とあるのは﹁平成十五年四月一日前の組合員期間︵

済組合法等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

号︶第十七

以下﹁基準日前組合員期間﹂という︒︶に係る国家公務員共済組合法等

条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

号︶第十七条

の一部を改正する法律︵平成十二年法律第二十一号︶附則第十二条第一

︵平成十二年法律第二十一号︶附則別表﹂とする︒

号︶第十七

項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同
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法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額
︵以下この条において﹁従前額改定率による平均標準報酬月額﹂という
︒︶の千分の七・五﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百月未満
であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日前組合員期間の月数﹂と
︑﹁平均標準報酬額の千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁従前額改定率に
よる平均標準報酬月額の千分の一・五﹂と︑同号ロ中﹁平均標準報酬額
の千分の五・四八一﹂とあるのは﹁従前額改定率による平均標準報酬月
額の千分の七・五﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日前組
合員期間の月数﹂と︑﹁平均標準報酬額の千分の一・〇九六﹂とあるの
は﹁従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五﹂と︑﹁平均
標準報酬額の千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁従前額改定率による平均
標準報酬月額の千分の〇・七五﹂と︑同条第三項中﹁千分の一・〇九六
﹂とあるのは﹁千分の一・五﹂と︑﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁
千分の三・三七五﹂とする︒
６ 第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては

６ 第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては

ぞれ当該各号に定める金額︵以下﹁再評価率﹂という︒︶の月数﹂とあ

︶の計算﹂と︑﹁別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ︑それ

成十五年四月以後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒

有する受給権者の長期給付﹂と︑﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平

二年法律第二十一号︶附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を

による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十

等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

るのは﹁その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

ぞれ当該各号に定める金額︵以下﹁再評価率﹂という︒︶の月数﹂とあ

︶の計算﹂と︑﹁別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ︑それ

成十五年四月以後の組合員期間︵以下﹁基準日後組合員期間﹂という︒

有する受給権者の長期給付﹂と︑﹁組合員期間の計算﹂とあるのは﹁平

二年法律第二十一号︶附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を

による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律︵平成十

等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第

︑法第七十二条の二中﹁長期給付﹂とあるのは﹁国家公務員共済組合法

るのは﹁その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

れ同表の下欄に掲げる率﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準

︑法第七十二条の二中﹁長期給付﹂とあるのは﹁国家公務員共済組合法

れ同表の下欄に掲げる率﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準

日後組合員期間の月数﹂と︑第七十七条第一項中﹁千分の五・四八一﹂

号︶第十七条の規定

日後組合員期間の月数﹂と︑第七十七条第一項中﹁千分の五・四八一﹂

とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは

号︶第十七条の規定

とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは
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と︑﹁百分の二十一・九二三﹂とあるのは﹁百分の二十三・〇七七﹂と

条第二項中﹁百分の十四・六一五﹂とあるのは﹁百分の十五・三八五﹂

数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑同

月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月

るのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百

千分の〇・五七七﹂と︑第八十二条第一項中﹁千分の五・四八一﹂とあ

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁千分の一・〇九六﹂

︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁千分の

と︑﹁百分の二十一・九二三﹂とあるのは﹁百分の二十三・〇七七﹂と

条第二項中﹁百分の十四・六一五﹂とあるのは﹁百分の十五・三八五﹂

数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑同

月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月

るのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百

千分の〇・五七七﹂と︑第八十二条第一項中﹁千分の五・四八一﹂とあ

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑同条第二項中﹁千分の一・〇九六﹂

﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁

︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁千分の

は﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは

千分の一・一五四﹂と︑同項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは

一・三七﹂とあるのは﹁千分の一・四四二﹂と︑﹁加えた金額︶﹂とあ

﹁千分の一・一五四﹂と︑同号ロ中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁

﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後

一・三七﹂とあるのは﹁千分の一・四四二﹂と︑﹁加えた金額︶﹂とあ

千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期間﹂とあるのは﹁基準日後組合員期

組合員期間の月数﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・

るのは﹁加えた金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月

間﹂と︑﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四﹂と︑﹁

一五四﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と

るのは﹁加えた金額︶に︑基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月

千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂と︑附則第十二条

︑同条第二項中﹁千分の二・四六六﹂とあるのは﹁千分の二・五九六﹂

数で除して得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号中

の四の二第二項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・

と︑﹁組合員期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月

数で除して得た割合を乗じて得た金額﹂と︑第八十九条第一項第一号イ

七六九﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の

︶﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂と︑附則第十二条の四の

﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員期

月数﹂と︑同条第三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・

二第二項第二号中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九

中﹁千分の五・四八一﹂とあるのは﹁千分の五・七六九﹂と︑﹁組合員

一五四﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の

﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂

間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるのは

月数﹂と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂とす

と︑同条第三項中﹁千分の一・〇九六﹂とあるのは﹁千分の一・一五四

期間の月数︵当該月数が三百月未満であるときは︑三百月︶﹂とあるの

る︒

﹂と︑﹁組合員期間の月数﹂とあるのは﹁基準日後組合員期間の月数﹂
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７・８ ︵略︶

と︑﹁千分の〇・五四八﹂とあるのは﹁千分の〇・五七七﹂とする︒
７・８ ︵略︶
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正

案

◎ 人事訴訟法︵平成十五年法律第百九号︶︻平成十九年四月一日施行分︼
︵第二十条関係︶
改
︵附帯処分についての裁判等︶

現
︵附帯処分についての裁判等︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決におい

て︑子の監護者の指定その他子の監護に関する処分︑財産の分与に関す

提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決におい

裁 判 所 は ︑ 申 立 て に よ り ︑ 夫 婦 の 一 方 が 他 の 一 方 に 対 して

て︑子の監護者の指定その他子の監護に関する処分︑財産の分与に関す

る処分又は標準報酬の按分割合に関する処分︵厚生年金保険法︵昭和二

第三 十 二 条

る処分又は標準報酬等の按分割合に関する処分︵厚生年金保険法︵昭和

十九年法律第百十五号︶第七十八条の二第二項の規定による処分をいう

裁 判 所 は ︑ 申 立 て に よ り ︑ 夫 婦 の 一 方 が 他 の 一 方 に 対 して

二十九年法律第百十五号︶第七十八条の二第二項又は国家公務員共済組

︒︶︵以下﹁附帯処分﹂と総称する︒︶についての裁判をしなければな

第 三十 二 条

合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶第九十三条の五第二項の規定に

らない︒
２〜４ ︵略︶

よる処分をいう︒︶︵以下﹁附帯処分﹂と総称する︒︶についての裁判
をしなければならない︒
２〜４ ︵略︶
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