
 

議案第５３号 

 
東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 
上記の議案を東村山市議会に提出する。 

 
令和４年１１月２９日提出 

 
                          提出者 東村山市長 渡 部  尚 

 
 

東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 
 
 

東村山市職員退職手当支給条例（昭和４１年東村山市条例第８号）の一部を

別紙のとおり改正することに議決を得たい。 
 
説明  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行等

に伴い、定年引上げの実施等による退職手当の基本額の算定に係る特例（ピ

ーク時特例）の導入その他所要の改正を行うため、本案を提出するものであ

る。 
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４東村山市条例第  号 

 

東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 

東村山市職員退職手当支給条例（昭和４１年東村山市条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 

第４条の３第１項中「第８条」の次に「又は第９条の２」を加える。 

 

第５条第１項中「含む」の次に「。次条第１項において同じ」を加え、同条

第２項中「その者の」を削り、「における」の次に「その者の」を加え、同条

の次に次の１条を加える。 

（給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある

場合の退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の２ 退職した者の基礎在職期間（第９条第２項に規定する基礎在職期

間をいう。）のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定（給料月額

の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定によ

り当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。）その他規則

で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場

合において、当該理由が生じた日（以下「減額日」という。）の前日におけ

るその者の給料月額（当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定

された場合にあっては、当該改定後の給料月額に相当する規則で定める額と

する。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場

合は、この限りでない。）のうち最も多いもの（以下「特定減額前給料月額」

という。）が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者

に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げ

る額の合計額とする。 
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(１) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に 

現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の

同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第１項の

規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 

(２) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げ 

る割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が前条第１項の規定により計算した

額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日にお

けるその者の給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 

２ 前項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる

割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかか

わらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の

基本額とする。 

(１) ４３以上 特定減額前給料月額に４３を乗じて得た額 

(２) ４３未満 特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に４３から当該割合を控除

した割合を乗じて得た額の合計額 

 

第６条中「前条」を「前２条」に、「これらの規定中「給料月額」とあるの

は、「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計

年度の末日の年齢との差に相当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た

額の合計額」」を「次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句」に改め、同条に次の表を加える。 

第５条第１項 給料月額 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額にその者に係る定年と退職の日

の属する会計年度の末日の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を

乗じて得た額の合計額 

第５条第２項 前項 

 

第６条の規定により読み替えて適用する

前項 

 の給料月額 の給料月額及び退職の日におけるその者 
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  の給料月額にその者に係る定年と退職の

日の属する会計年度の末日の年齢との差

に相当する年数１年につき１００分の２

を乗じて得た額の合計額 

 当該給料月額 当該退職の日におけるその者の給料月額

及び退職の日におけるその者の給料月額

にその者に係る定年と退職の日の属する

会計年度の末日の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を乗じて得

た額の合計額 

第５条の２第１

項 

前条の 次条の規定により読み替えて適用する前

条の 

第５条の２第１

項第１号 

及び特定減額

前給料月額 

並びに特定減額前給料月額及び特定減額

前給料月額にその者に係る定年と退職の

日の属する会計年度の末日の年齢との差

に相当する年数１年につき１００分の２

を乗じて得た額の合計額 

 前条第１項 次条の規定により読み替えて適用する前

条第１項 

第５条の２第１

項第２号 

給料月額に、 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額にその者に係る定年と退職の日

の属する会計年度の末日の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を

乗じて得た額の合計額に、 

第５条の２第１

項第２号ア 

前条第１項 次条の規定により読み替えて適用する前

条第１項 

第５条の２第１

項第２号イ 

前号に掲げる

額 

その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続期

間及び特定減額前給料月額を基礎とし

て、次条の規定により読み替えて適用す

る前条第１項の規定により計算した場合

の退職手当の基本額に相当する額 

第５条の２第２

項 

前項の 次条の規定により読み替えて適用する前

項の 

第５条の２第２

項第１号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額にその者に係る定年と退職の日の属

する会計年度の末日の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分の２を乗じ

て得た額の合計額 
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第５条の２第２

項第２号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額にその者に係る定年と退職の日の属

する会計年度の末日の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分の２を乗じ

て得た額の合計額 

 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び退職の日におけるその者の給料月

額にその者に係る定年と退職の日の属す

る会計年度の末日の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の２を乗じて

得た額の合計額 

 

 第７条第１項中「公務上」の次に「又は通勤上」を加え、「対して支給する

退職手当の基本額は、第５条の規定により計算した額に１００分の１１０を乗

じて得た額」を「対する第５条及び第５条の２の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句」に改め、同項に次の表を加える。 

第５条第１項 給料月額 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

第５条第２項 前項 

 

第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前項 

 の給料月額 の給料月額及び退職の日におけるその者

の給料月額に１００分の１０を乗じて得

た額の合計額 

 当該給料月額 当該退職の日におけるその者の給料月額

及び退職の日におけるその者の給料月額

に１００分の１０を乗じて得た額の合計

額 

第５条の２第１

項 

前条の 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条の 

第５条の２第１

項第１号 

及び特定減額

前給料月額 

並びに特定減額前給料月額及び特定減額

前給料月額に１００分の１０を乗じて得

た額の合計額 

 前条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条の２第１

項第２号 

給料月額に、 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額に、 
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第５条の２第１

項第２号ア 

前条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条の２第１

項第２号イ 

前号に掲げる

額 

その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続期

間及び特定減額前給料月額を基礎とし

て、第７条第１項の規定により読み替え

て適用する前条第１項の規定により計算

した場合の退職手当の基本額に相当する

額 

第５条の２第２

項 

前項の 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前項の 

第５条の２第２

項第１号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に１００分の１０を乗じて得た額の

合計額 

第５条の２第２

項第２号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に１００分の１０を乗じて得た額の

合計額 

 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び退職の日におけるその者の給料月

額に１００分の１０を乗じて得た額の合

計額 

 

第７条第２項中「公務上」の次に「又は通勤上」を加え、「より職員の公務

災害に対する」を「よる」に改める。 

 

 第８条第１項中「（以下「調整額点数」という。）」を削る。 

 

 第９条の次に次の１条を加える。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者等に係る退職

手当の調整額の特例） 

第９条の２ 法第２８条の２第１項に規定する他の職への降任をされた後に退

職した者の前２条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８条第１項 次条に 第９条の２の規定により読み替えられた 
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  第９条第１項に 

 同じ。） 同じ。）それぞれの期間ごとに、当該期

間 

 その者の調整

額期間の 

当該期間の 

 合計した点数 合計した点数を計算し、多い方の点数に 

第９条第１項 として、 として２０年前までの期間又は法第２８

条の２第１項に規定する他の職への降任

をされた日の前日の属する月の末日を起

算日として 

 

 第１０条第１項中「同項」を「同条」に改める。 

 

第１７条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改める。 

 

第１８条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第２号及び第３号

中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 

第１９条第１項中「にあっては」を「には」に改める。 

 

第２０条第１項中「この条」を「この項から第６項まで」に、「にあっては」

を「には」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「にあっては」を「に

は」に改め、同条５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、

「にあっては」を「には」に改める。 

 

附則に次の６条を加える。 

第６条 当分の間、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職し

た者（あらかじめ任命権者が市長と協議して承認を得たものに限る。）には、
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第８条から第９条の２までの規定により計算した退職手当の調整額を支給す

ることとする。 

第７条 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東

村山市条例第   号）の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する

条例（附則第１１条において「新給与条例」という。）附則第９項の規定に

よる職員の給料月額の改定（次条において「給料月額７割措置」という。）

は、第５条の２第１項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとす

る。 

第８条 当分の間、給料月額７割措置の適用を受ける者のうち、第５条の２第

１項の規則で定める期間中に、同項の理由（給料月額７割措置によりその者

の給料月額が減額されたことがある場合を除く。）によりその者の給料月額

が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の

基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第３項に定める額とする。た

だし、規則で定める場合については、この限りでない。 

２ 第５条の２第１項の規則で定める期間中に、同項の理由（給料月額７割措

置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされ

た日（以下この項において「７割措置減額日」という。）における同項の理

由を除く。）によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、

当該減額をされた日（以下この項において「特別特定減額日」という。）の

前日におけるその者の給料月額（当該特別特定減額日以後に給料月額の改定

をする条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。

ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える

場合は、この限りでない。）のうち最も多いもの（当該給料月額がこの項に

規定する７割措置前給料月額を超えない場合にあっては、当該特別特定減額

日が７割措置減額日よりも後のものに限る。）（以下この条において「特別

特定減額前給料月額」という。）が退職の日におけるその者の給料月額より

も多く、かつ、給料月額７割措置によりその者の給料月額が減額されたこと

がある場合において、当該７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額

（当該７割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合

-8-



にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が７割措置減額

日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。）

（以下この条において「７割措置前給料月額」という。）が退職の日におけ

るその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基

本額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(１) その者が特別特定減額前給料月額（当該特別特定減額前給料月額に係

る特別特定減額日が２以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日に

おけるものをいう。以下この項において同じ。）又は７割措置前給料月額

のいずれか多い額（以下この条及び附則第１０条において「上位減額前給

料月額」という。）に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由

により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減

額前給料月額を基礎として、第５条第１項の規定により計算した場合の退

職手当の基本額に相当する額 

(２) その者が特別特定減額前給料月額又は７割措置前給料月額のいずれか

少ない額（以下この条及び附則第１０条において「下位減額前給料月額」

という。）に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退

職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料

月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た

額 

ア その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由

と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続

期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第５条第１項の規定により

計算した場合の退職手当の基本額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合 

(３) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲

げる割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第５条第１項の規定により計算

した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の

日におけるその者の給料月額に対する割合 
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イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合 

３ 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる

割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわ

らず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本

額とする。 

(１) ４３以上 上位減額前給料月額に４３を乗じて得た額 

(２) ４３未満 次のア又はイに掲げる前項第３号イに掲げる割合の区分に

応じ当該ア又はイに定める額 

ア ４３以上 上位減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額及び下位減額前給料月額に４３から当該割合を控除した割合を乗

じて得た額の合計額 

イ ４３未満 上位減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額、下位減額前給料月額に同項第３号イに掲げる割合から同項第２

号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日における

その者の給料月額に４３から同項第３号イに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額の合計額 

第９条 当分の間、第６条の規定の適用については、同条中「定年」とあるの

は、「定年（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備等に関する条例（令和４年東村山市条例第   号）第１条の規定による

改正前の東村山市職員の定年等に関する条例第３条に規定する６０年とす

る。）」とする。 

第１０条 当分の間、第７条第１項に規定する者に対する附則第８条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第８条第２

項第１号 

及び上位減額

前給料月額 

並びに上位減額前給料月額及び当該上位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

 第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 
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附則第８条第２

項第２号 

及び下位減額

前給料月額 

並びに下位減額前給料月額及び当該下位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

附則第８条第２

項第２号ア 

第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第８条第２

項第２号イ 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第８条第２

項第３号 

給料月額に、 給料月額及び当該給料月額に１００分の

１０を乗じて得た額の合計額に、 

附則第８条第２

項第３号ア 

第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第８条第２

項第３号イ 

下位減額前給

料月額 

下位減額前給料月額及び当該下位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第８条第３

項 

前項の 附則第１０条の規定により読み替えて適

用する前項の 

附則第８条第３

項第１号 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第８条第３

項第２号ア 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

 及び下位減額

前給料月額 

並びに下位減額前給料月額及び当該下位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

附則第８条第３

項第２号イ 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 
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下位減額前給

料月額 

下位減額前給料月額及び当該下位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び当該給料月額に１００分の１０を

乗じて得た額の合計額 

第１１条 当分の間、新給与条例附則第１１項、第１３項又は第１４項の規定

による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給

料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（再任用職員に関する経過措置） 

２ 令和１４年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の東村山市

職員退職手当支給条例第２条の規定の適用については、同条中「採用された

者」とあるのは、「採用された者並びに地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項及び第２項並びに附則第６条第

１項及び第２項の規定により採用された者」とする。 
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東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正 
する条例 

 
新  旧  対  照  表 

 
 
 
 
 

凡例          改正箇所 
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新    条    例 

 

 

（支給対象） 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、市から給料を支給される職員で地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第２項に規

定する一般職に属する職員（法第２２条の４第１項の規定により採用された

者を除く。以下「職員」という。）とする。 

 

 

（一般の退職手当） 

第４条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第７条までの規定

により計算した退職手当の基本額に、第８条又は第９条の２の規定により計

算した退職手当の調整額（次項において「退職手当の調整額」という。）を加

えて得た額とする。 

２ （略） 

 

（退職手当の基本額） 

第５条 退職した者（第１５条第１項各号に掲げる者を含む。次条第１項にお

いて同じ。）に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者

の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる

割合を乗じて得た額の合計額とする。 

(１)～(６) （略） 

２ 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に

４３を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月

額に４３を乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額

とする。 
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旧    条    例 

 

 

（支給対象） 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、市から給料を支給される職員で地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第２項に規

定する一般職に属する職員（法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された者を除く。以

下「職員」という。）とする。 

 

（一般の退職手当） 

第４条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第７条までの規定

により計算した退職手当の基本額に、第８条の規定により計算した退職手当

の調整額（次項において「退職手当の調整額」という。）を加えて得た額とす

る。 

２ （略） 

 

（退職手当の基本額） 

第５条 退職した者（第１５条第１項各号に掲げる者を含む。）に対して支給す

る退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤

続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計

額とする。 

(１)～(６) （略） 

２ 前項の規定により計算した金額が、その者の退職の日における給料月額に

４３を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月

額に４３を乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額

とする。 
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新    条    例 

 

 

（給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある

場合の退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の２ 退職した者の基礎在職期間（第９条第２項に規定する基礎在職期

間をいう。）のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定（給料月額の

改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当

該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。）その他規則で定め

る事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合にお

いて、当該理由が生じた日（以下「減額日」という。）の前日におけるその者

の給料月額（当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合

にあっては、当該改定後の給料月額に相当する規則で定める額とする。ただし、

その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りで

ない。）のうち最も多いもの（以下「特定減額前給料月額」という。）が退職の

日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職

手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

(１) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に

現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の

同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第１項の

規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 

(２) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げ

る割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が前条第１項の規定により計算した 

額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日にお

けるその者の給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 

２ 前項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる 
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旧    条    例 
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新    条    例 

 

 

割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわら

ず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額と

する。 

(１) ４３以上 特定減額前給料月額に４３を乗じて得た額 

(２) ４３未満 特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に４３から当該割合を控除

した割合を乗じて得た額の合計額 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第６条 第４条の３第２項第１号の規定に該当する者（公務外の死亡により退

職した者を除く。）又は同項第２号の規定に該当する者のうち、定年に達する

日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が２５年

以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る

定年から１０年を減じた年齢以上であるものに対する前２条の規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第５条第１項 給料月額 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額にその者に係る定年と退職の日

の属する会計年度の末日の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を

乗じて得た額の合計額 
第５条第２項 前項 

 
第６条の規定により読み替えて適用する

前項 
 の給料月額 の給料月額及び退職の日におけるその者

の給料月額にその者に係る定年と退職の

日の属する会計年度の末日の年齢との差

に相当する年数１年につき１００分の２ 
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旧    条    例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第６条 第４条の３第２項第１号の規定に該当する者（公務外の死亡により退

職した者を除く。）又は同項第２号の規定に該当する者のうち、定年に達する

日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が２５年

以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る

定年から１０年を減じた年齢以上であるものに対する前条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月

額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相

当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額」とする。 
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新    条    例 

 
   
  を乗じて得た額の合計額 
 当該給料月額 当該退職の日におけるその者の給料月額

及び退職の日におけるその者の給料月額

にその者に係る定年と退職の日の属する

会計年度の末日の年齢との差に相当する

年数１年につき１００分の２を乗じて得

た額の合計額 
第５条の２第１

項 
前条の 次条の規定により読み替えて適用する前

条の 
第５条の２第１

項第１号 
及び特定減額

前給料月額 
並びに特定減額前給料月額及び特定減額

前給料月額にその者に係る定年と退職の

日の属する会計年度の末日の年齢との差

に相当する年数１年につき１００分の２

を乗じて得た額の合計額 
 前条第１項 次条の規定により読み替えて適用する前

条第１項 
第５条の２第１

項第２号 
給料月額に、 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額にその者に係る定年と退職の日

の属する会計年度の末日の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を

乗じて得た額の合計額に、 
第５条の２第１

項第２号ア 
前条第１項 次条の規定により読み替えて適用する前

条第１項 
第５条の２第１

項第２号イ 
前号に掲げる

額 
その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続期

間及び特定減額前給料月額を基礎とし

て、次条の規定により読み替えて適用す

る前条第１項の規定により計算した場合 
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旧    条    例 
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新    条    例 

 
   
  の退職手当の基本額に相当する額 
第５条の２第２

項 
前項の 次条の規定により読み替えて適用する前

項の 
第５条の２第２

項第１号 
特定減額前給

料月額 
特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額にその者に係る定年と退職の日の属

する会計年度の末日の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分の２を乗じ

て得た額の合計額 
第５条の２第２

項第２号 
特定減額前給

料月額 
特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額にその者に係る定年と退職の日の属

する会計年度の末日の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分の２を乗じ

て得た額の合計額 
 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び退職の日におけるその者の給料月

額にその者に係る定年と退職の日の属す

る会計年度の末日の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の２を乗じて

得た額の合計額 

 

（公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第７条 公務上又は通勤上の死傷病により退職した者に対する第５条及び第５

条の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第５条第１項 給料月額 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

第５条第２項 前項 

 

第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前項 
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（公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第７条 公務上の死傷病により退職した者に対して支給する退職手当の基本額

は、第５条の規定により計算した額に１００分の１１０を乗じて得た額とす

る。 
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 の給料月額 の給料月額及び退職の日におけるその者

の給料月額に１００分の１０を乗じて得

た額の合計額 

 当該給料月額 当該退職の日におけるその者の給料月額

及び退職の日におけるその者の給料月額

に１００分の１０を乗じて得た額の合計

額 

第５条の２第１

項 

前条の 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条の 

第５条の２第１

項第１号 

及び特定減額

前給料月額 

並びに特定減額前給料月額及び特定減額

前給料月額に１００分の１０を乗じて得

た額の合計額 

 前条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条の２第１

項第２号 

給料月額に、 給料月額及び退職の日におけるその者の

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額に、 

第５条の２第１

項第２号ア 

前条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条の２第１

項第２号イ 

 

 

 

前号に掲げる

額 

その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、その者の同日までの勤続期

間及び特定減額前給料月額を基礎とし

て、第７条第１項の規定により読み替え

て適用する前条第１項の規定により計算

した場合の退職手当の基本額に相当する

額 

第５条の２第２

項 

前項の 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する前項の 
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第５条の２第２

項第１号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に１００分の１０を乗じて得た額の

合計額 

第５条の２第２

項第２号 

特定減額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定減額前給料

月額に１００分の１０を乗じて得た額の

合計額 

 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び退職の日におけるその者の給料月

額に１００分の１０を乗じて得た額の合

計額 

２ 前項の公務上又は通勤上の死傷病によるものかどうかは、地方公務員災害

補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定による認定の結果によらなけれ

ばならない。 

 

（退職手当の調整額） 

第８条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間（次条

に規定する調整額期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月からその者の調

整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた

次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数

１点につき１，１００円を乗じた額とする。 

(１)～(７) （略） 

２～４ （略） 

 

（管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者等に係る退職

手当の調整額の特例） 

第９条の２ 法第２８条の２第１項に規定する他の職への降任をされた後に退

職した者の前２条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同 
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２ 前項の公務上の死傷病によるものかどうかは、地方公務員災害補償法（昭

和４２年法律第１２１号）の規定により職員の公務災害に対する認定の結果

によらなければならない。 

 

（退職手当の調整額） 

第８条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間（次条

に規定する調整額期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月からその者の調

整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた

次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数

（以下「調整額点数」という。）１点につき１，１００円を乗じた額とする。 

(１)～(７) （略） 

２～４ （略） 
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表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８条第１項 次条に 第９条の２の規定により読み替えられた

第９条第１項に 

 同じ。） 同じ。）それぞれの期間ごとに、当該期

間 

 その者の調整

額期間の 

当該期間の 

 合計した点数 合計した点数を計算し、多い方の点数に 

第９条第１項 として、 として２０年前までの期間又は法第２８

条の２第１項に規定する他の職への降任

をされた日の前日の属する月の末日を起

算日として 

 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第１０条 第４条の３第２項第２号に規定する者で次の各号に該当するものに

対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、そ

の乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。 

(１)～(４) （略） 

２ （略） 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１７条 （略） 

(１) （略） 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第２９条第３項の規定に

よる懲戒免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」 
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（一般の退職手当の額に係る特例） 

第１０条 第４条の３第２項第２号に規定する者で次の各号に該当するものに

対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、そ

の乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。 

(１)～(４) （略） 

２ （略） 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第１７条 （略） 

(１) （略） 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第２９条第３項の規定に

よる懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」という。）を受け 
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という。）を受けたとき。 

(３) 退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第１８条 退職手当管理機関は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退

職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職をした者に対し第１５条第１項の事情のほか、当該退職をした

者の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が

当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１３条の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第２０条において「失業手当

受給可能者」という。）であった場合には、これらの規定により算出される金

額（次条及び第２０条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）の

全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 (１) （略） 

 (２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分を受けたとき。 

 (３) 退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 
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たとき。 

(３) 退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処

分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） 

 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第１８条 退職手当管理機関は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退

職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職をした者に対し第１５条第１項の事情のほか、当該退職をした

者の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が

当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１３条の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第２０条において「失業手当

受給可能者」という。）であった場合にあっては、これらの規定により算出さ

れる金額（次条及び第２０条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 (１) （略） 

 (２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処

分を受けたとき。 

 (３) 退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処

分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたと認めたとき。 
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２～６ （略） 

 

（遺族の退職手当の返納） 

第１９条 退職手当管理機関は、死亡による退職をした者の遺族（退職をした

者（死亡による退職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手

当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額

の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対し

当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第１項第３号に該

当するときは、当該遺族に対し当該退職の日から１年以内に限り、第１５条

第１項の事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

 

２・３ （略） 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２０条 退職手当管理機関は、退職をした者（死亡による退職の場合には、

その遺族）に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この項から第６項

までにおいて「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に

第１８条第１項又は前条第１項の処分を受けることなく死亡した場合（次項

から第５項までに規定する場合を除く。）において、当該退職手当の受給者の

相続人（包括受遺者を含む。以下この項から第６項までにおいて同じ。）に対

し当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処 
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２～６ （略） 

 

（遺族の退職手当の返納） 

第１９条 退職手当管理機関は、死亡による退職をした者の遺族（退職をした

者（死亡による退職の場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手

当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額

の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対し

当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第１項第３号に該

当するときは、当該遺族に対し当該退職の日から１年以内に限り、第１５条

第１項の事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことが

できる。 

２・３ （略） 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２０条 退職手当管理機関は、退職をした者（死亡による退職の場合には、

その遺族）に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退

職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第１８条第１項又

は前条第１項の処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに

規定する場合を除く。）において、当該退職手当の受給者の相続人（包括受遺

者を含む。以下この条において同じ。）に対し当該退職の日から６月以内に、

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを 
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分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知を

したときは、当該通知が当該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該

相続人に対し当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に第

１８条第５項又は前条第３項において準用する東村山市行政手続条例第１５

条第１項の規定による通知を受けた場合において、第１８条第１項又は前条

第１項の処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった

場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を

命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）が当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第１６条第１項第１号に該当す

る場合を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かつ、第１８条第１項の処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当

の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当 
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疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続

人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し当該退職をした者が 

当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職 

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由と

して当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当す

る額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に第

１８条第５項又は前条第３項において準用する東村山市行政手続条例第１５

条第１項の規定による通知を受けた場合において、第１８条第１項又は前条

第１項の処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった

場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）が当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第１６条第１項第１号に該当す

る場合を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かつ、第１８条第１項の処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当

の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当 
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等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該 

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第１８条第１項の処分

を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当

該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。 

５ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に当

該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続

いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分

を受けた場合において、第１８条第１項の処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当

の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短

時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。 

６～８ （略） 

 

-36-

 

旧    条    例 

 

 

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあって 

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に基 

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該 

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第１８条第１項の処分

を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当

該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっ

ては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

５ 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から６月以内に当

該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続

いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合にお

いて、第１８条第１項の処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受

けたことを理由として当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業

手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

６～８ （略） 
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附 則（昭和４１年東村山市条例第８号） 

 

第６条 当分の間、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職し

た者（あらかじめ任命権者が市長と協議して承認を得たものに限る。）には、

第８条から第９条の２までの規定により計算した退職手当の調整額を支給す

ることとする。 

 

第７条 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東

村山市条例第   号）の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する

条例（附則第１１条において「新給与条例」という。）附則第９項の規定によ

る職員の給料月額の改定（次条において「給料月額７割措置」という。）は、

第５条の２第１項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

 

第８条 当分の間、給料月額７割措置の適用を受ける者のうち、第５条の２第

１項の規則で定める期間中に、同項の理由（給料月額７割措置によりその者

の給料月額が減額されたことがある場合を除く。）によりその者の給料月額が

減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基

本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第３項に定める額とする。ただ

し、規則で定める場合については、この限りでない。 

２ 第５条の２第１項の規則で定める期間中に、同項の理由（給料月額７割措

置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされ

た日（以下この項において「７割措置減額日」という。）における同項の理由

を除く。）によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当

該減額をされた日（以下この項において「特別特定減額日」という。）の前日

におけるその者の給料月額（当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をす 

 

-38-

 

旧    条    例 

 

 

附 則（昭和４１年東村山市条例第８号） 

-39-



 

新    条    例 

 

 

る条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただ

し、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合

は、この限りでない。）のうち最も多いもの（当該給料月額がこの項に規定す

る７割措置前給料月額を超えない場合にあっては、当該特別特定減額日が７

割措置減額日よりも後のものに限る。）（以下この条において「特別特定減額

前給料月額」という。）が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、か

つ、給料月額７割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合

において、当該７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（当該７割

措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、

同項の規則で定める額とする。ただし、その額が７割措置減額日の前日にお

けるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。）（以下この条にお

いて「７割措置前給料月額」という。）が退職の日におけるその者の給料月額

より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる

額の合計額とする。 

(１) その者が特別特定減額前給料月額（当該特別特定減額前給料月額に係

る特別特定減額日が２以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日に

おけるものをいう。以下この項において同じ。）又は７割措置前給料月額の

いずれか多い額（以下この条及び附則第１０条において「上位減額前給料

月額」という。）に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由によ

り退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前

給料月額を基礎として、第５条第１項の規定により計算した場合の退職手

当の基本額に相当する額 

(２) その者が特別特定減額前給料月額又は７割措置前給料月額のいずれか

少ない額（以下この条及び附則第１０条において「下位減額前給料月額」

という。）に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職 
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したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月

額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由

と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続

期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第５条第１項の規定により

計算した場合の退職手当の基本額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合 

(３) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げ

る割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第５条第１項の規定により計算し

た額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日に

おけるその者の給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合 

３ 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる

割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわ

らず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本

額とする。 

(１) ４３以上 上位減額前給料月額に４３を乗じて得た額 

(２) ４３未満 次のア又はイに掲げる前項第３号イに掲げる割合の区分に

応じ当該ア又はイに定める額 

ア ４３以上 上位減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額及び下位減額前給料月額に４３から当該割合を控除した割合を乗

じて得た額の合計額 

イ ４３未満 上位減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額、下位減額前給料月額に同項第３号イに掲げる割合から同項第２ 
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号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日における 

その者の給料月額に４３から同項第３号イに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額の合計額 

 

第９条 当分の間、第６条の規定の適用については、同条中「定年」とあるの 

は、「定年（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

等に関する条例（令和４年東村山市条例第   号）第１条の規定による改

正前の東村山市職員の定年等に関する条例第３条に規定する６０年とす

る。）」とする。 

 

第１０条 当分の間、第７条第１項に規定する者に対する附則第８条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第８条第２

項第１号 

及び上位減額

前給料月額 

並びに上位減額前給料月額及び当該上位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

 第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第８条第２

項第２号 

及び下位減額

前給料月額 

並びに下位減額前給料月額及び当該下位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

附則第８条第２

項第２号ア 

第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第８条第２

項第２号イ 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た 
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  額の合計額 

附則第８条第２

項第３号 

給料月額に、 給料月額及び当該給料月額に１００分の

１０を乗じて得た額の合計額に、 

附則第８条第２

項第３号ア 

第５条第１項 第７条第１項の規定により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第８条第２

項第３号イ 

下位減額前給

料月額 

下位減額前給料月額及び当該下位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第８条第３

項 

前項の 附則第１０条の規定により読み替えて適

用する前項の 

附則第８条第３

項第１号 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第８条第３

項第２号ア 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

 及び下位減額

前給料月額 

並びに下位減額前給料月額及び当該下位

減額前給料月額に１００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

附則第８条第３

項第２号イ 

上位減額前給

料月額 

上位減額前給料月額及び当該上位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 

 下位減額前給

料月額 

下位減額前給料月額及び当該下位減額前

給料月額に１００分の１０を乗じて得た

額の合計額 
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 及び退職の日

におけるその

者の給料月額 

並びに退職の日におけるその者の給料月

額及び当該給料月額に１００分の１０を

乗じて得た額の合計額 

 

第１１条 当分の間、新給与条例附則第１１項、第１３項又は第１４項の規定

による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給

料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。 
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