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被用者年金制度の一 元化 等を図 るた めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を

地方公務 員等 共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）（抄）

参照条 文

図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に 伴う 地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過

措 置に関 する 政令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部 を改 正する法律（平成二十四年法律第六十三号）（抄）
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○
則

地 方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）（抄）
附
（脱退一時金等に関する経過措置）

施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達した とき 又は施行日 以後に六十歳に達し、その後に退職したと

施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適 用さ れると した ならば旧

なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受け る権利 を有 するときは、当該脱退一時金は、支給しない。

きにおいて、旧共済法 の規 定が適 用さ れるとしたならば旧共済法第八十三条第一項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、

第四十二条

２

共済法附則第十八条の七第一項の規定により支給される こと となる 特例 死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者の遺族が
遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経 過措置は、 政令で定める。

（その他の経過措置の政令への委 任）
第百二十五条

前条の規定による改正前の昭和四十二年度 以後 における地 方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正す

（昭和四十 二年 度以後 にお ける地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置 ）
第百三十一条

る法 律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方公務 員等共済組 合法 （以下こ

の条において「昭和五十四年改正前の法」と いう 。）の 規定 による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一

時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、 その 後に退 職し たとき、又は施行日以後に死亡

したときにおいて昭和 五十 四年改 正前 の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただ

し、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又 はその 者の 遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当
該返 還一時 金又 は死亡一時金は支給しない。

○
則

被 用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）（抄）
附
（退職一時金の返還に関する経過措置）

次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年 金（ 以下この条 及び次条第一項において「老齢厚生年金等

昭和四十二年度以後における 地方 公務員 等共 済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十

三号）第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条（同法第二百二条において準用す る場 合を含む。）の規定による退職
一時金（当該退職一 時金とみな され る給付を含む。）

昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規 定す る共済 組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員

等 共済組 合法 の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十四条の規定による退職一時金

前項に規定する者は、同項の規 定に かかわらず 、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該

第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢 厚生 年金等 を受 ける権利を有することとなった

順次に控除することにより行うものとする。この場合に おい ては、 その 控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。

ば支 給され るこ ととなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達す るまでの額 を

前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は 、当 該老齢 厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするなら

きる。

老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、当該老齢 厚生 年金等 を支 給する組合に申し出ることがで

二

一

とし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還した もの とみな す。

組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは 、そ の者は 、支 給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うもの

一時 に又は分割 して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給 付を支給し た

において「支給額等」という。）に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける 権利を 有す ることとなった日の属する月の翌月から一年以内に、

」という。）の支給を 受け る権利 を有 することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額（以下この条

第六十三条

２

３

４

前条第一項に規定する者（退職共済年金又は障害共済年金を受ける 権利を有し ていた者を除く。）の遺族（厚生年金保険法第五十九

日の属する月までの期間に応じ、 複利 計算の 方法 によるものとし、その利率は、政令で定める。
第六十四条

条第一項に 規定 する遺 族厚 生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第六十八条第五項及び第七十一条において同じ。）が遺族

厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第 一項に規定 する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当す

る額 を加えた額（同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に 相当する額 （同 項又は同
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２

条第三項の 規定 により既に 返還された額を除く。））を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以 内

に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に 返還 しなけ ればならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項
から 第四項までの規定を準用する。

前条第一項に規定する者（退職 共済 年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。）の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利

を有することとなったときは、改正前地共済法附則第二十八条の二第一項に規定する支給額等に 相当 する額 （同 項又は同条第三項の規定により

既に返還された額を除 く。 ）を当 該遺 族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して

、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合 におい ては 、前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を
準用 する。
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○

地 方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十八号）（抄）

昭和六十年改正法附則 第四 十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については

（脱 退一時金等の額に係る利率）
第三十九条

、旧施行令第二十五条及び附則第三十条の六第二項中「五・五パーセント」とあるのは、「四・ 二パ ーセン ト（ 退職した日の属する月の翌月か

ら平成十三年三月まで の期 間につ いて は年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月か

ら平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平 成十九 年三 月までの期間については年二・三パーセント、同年四

月か ら平成二十 年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パー セント、同 年

四月から平成二十二年三月までの期間については年三・ 二パ ーセン ト、 同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセン

ト、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年 三月 までの 期間 については年二パー

セント、同年四月から平成二十六 年三 月まで の期 間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二

・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パー セン ト、同 年四 月から平成二十九年三月までの期間につい

ては年二パ ーセ ント、 同年 四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間に つ

いては年二・八パーセント、同年四月から平成三十二年三月までの 期間 につい ては年三・一パーセント、同年四月から平成三十三年三月までの

期間 については年三・四パーセント、同年四月から平成三十四年三月までの期間については年三・七パーセント、同年 四月から平 成三 十五年三

月までの期間については年三・九パーセント 、同 年四月 から 平成三十六年三月までの期間については年四・一パーセント）」とする。

昭和六十年改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定につい て

（返還一時金等の額に係る利率）
第七十八条の 二

は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令（昭和五十四年政令 第三百 二十 号）による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第

二十 五条中 「五 ・五パーセント」とあるのは、「四・二パーセント（退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間 については 年

五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの 期間 につい ては 年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年

一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から 平成二十年 三月 までの期間について

は年二・六パーセント、同年四月 から 平成二 十一 年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間につ

いては年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年 一・ 八パー セン ト、同年四月から平成二十四年三月までの

期間につい ては 年一・ 九パ ーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月ま

での期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七 年三月まで の期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八

年三 月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセン ト、同年四 月か ら平成三
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十年三月ま での 期間につい ては年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月か ら

平成三十二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年 四月 から平 成三十三年三月までの期間については年三・四パーセント、同年

四月 から平成三十四年三月までの期間については年三・七パーセント、同年四月から平成三十五年三月までの期間につ いて は年三 ・九 パーセン
ト、同年四月から平成三十六年三月までの期 間に ついて は年 四・一パーセント）」とする。
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○

被 用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制 度の 一元化 等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正 する 法律の 施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経
過措 置に関する政令（平成二十七年政令第三百四十七号）（抄）

年 五・ 五パー セン ト

平成 二十四年一元化法附則第六十三条第四項（平成二十四年一元化法附則第六十四条第一項後段及び第二項後段において準用する 場

（退職一時金を返還する場合の利子の利率等）
第百十八条

合を含む。）に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ 同表の 下欄 に掲げる率とする。

平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三
月まで

年一・八パーセント

年四パーセント

平成二十二年四月から平成二十三年三月 まで

年一・九パーセント

平成十三年四月から平成十七年三月まで

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

年二パーセント

年一・六パーセント

平成二十四年四月 から 平成二十五 年三月まで

年二・二パーセント

平成十七年四月から平成十八 年三 月まで

平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

年 二・ 六パー セン ト

年二・三パーセント

平成二十六 年四月から平成二十七年三月まで

年一・七パーセント

平成十八年四月から平成十九年三月まで

平成二十七年四月から平成二十八年三月まで

年二パーセント

年二・六パー セン ト

平成二十八年四月から平成二十九年三月まで

年二・四パーセント

平成十 九年 四月から平 成二十年三月まで

平成二十九年四月から平成三 十年 三月ま で

年二・八パーセント

年三パーセント

平成三十年四月から平成三十一年三月まで

年三・一パー セン ト

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

平成三 十一 年四月から 令和二年三月まで

年三・四パーセント

年 三・ 二パーセント

令和二年四月から令和三年三月まで

年 三・ 七パーセント

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

令和三年四月から令和四年三月まで
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２

令和五年四月から令和六年三月まで

令和四 年四 月から令和五年三月まで

年四・一パーセント

年三・九パー セン ト

平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項又は第六十四条第一項前段若しくは第二項前段の規定により 返還 すべき金額 が千円未満であると
きは、これらの規定にかかわらず、これらの 規定 による 返還 は要しない。
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