
第 40号議案  

神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例の件  

 神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

平成 30年３月 20日提出  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例  

 神戸市職員退職手当金条例（昭和 24年９月条例第 147号）の一部を次のように

改正する。  

 第８条第３項及び第９条第４項中「 49.59」を「 47.709」に改める。  

 附則中第２条から第８条までを削り，第９条を第２条とする。  

 附則第 10条中「 100分の 87」を「 100分の 83.7」に，「 49.59」を「 47.709」に改

め，同条を附則第３条とする。  

 附則中第 11条を削り，第 12条を第４条とし，第 13条を第５条とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，平成 30年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

 （職員退職手当金条例の特例に関する条例等の廃止）  

２  次に掲げる条例は，廃止する。  

⑴  神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例（平成 16年 10月条例第 15

号）  

⑵  神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例（平成 24年 12月条例第 24

号）  

⑶  神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例

（平成 18年 11月条例第 28号）  

⑷  神戸市職員の給与の臨時特例に関する条例（平成 25年６月条例第３号）  

⑸  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第４条第２項の退職手当の

額の特例に関する条例（平成 29年３月条例第 43号）  

 （経過措置）  

３  施行日前に退職し，又は死亡した者の退職手当その他施行日前の支給に係る



給与については，なお従前の例による。  

 （職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

４  神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成 19年３月条例

第 62号）の一部を次のように改正する。  

  附則第９条第１項中「附則第 10条」を「附則第３条」に，「 100分の 87」を

「 100分の 83.7」に ,「 104分の 87」を「 104分の 83.7」に改める。  

  附則第 10条第１項中「附則第 10条」を「附則第３条」に改める。  

 

理     由  

 国及び他の地方公共団体の退職手当の改定状況を勘案して，退職手当の額を引

き下げる等に当たり，条例を改正する必要があるため。  

 

 

 



（参考 １）  

神戸市職員退職手当金条例 ぬきがき  

（  は，改正部分を示す。）  

（現   行）  

  （普通退職等の場合の退職手当の基本額）  

第８条 略  

２ 略  

３  第１項の規定により計算した退職手当の基

本額が，給料月額に 49.59を乗じて得た額を

超えるときは，同項の規定にかかわらず，そ

の乗じて得た額をその者の退職手当の基本額

とする。  

（整理退職等の場合の退職手当の基本額）  

第９条  略 

 ２，３ 略  

 ４ 第１項（前項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）の規定によ

り計算した退職手当の基本額が，給料月額に

49.59を乗じて得た額を超えるときは，第１項

の規定にかかわらず，その乗じて得た額をそ

の者の退職手当の基本額とする。  

    附 則  

第２条 削除  

第３条 削除  

第４条 昭和24年１月１日以降において退職し

た職員に対し暫定退職手当支給規程により支

給した退職手当は，この条例による退職手当

の内払とみなす。  

第５条 暫定退職手当支給規程（昭和23年２月

訓令甲第12号）及び退職特別手当金支給規程

（昭和６年４月訓令電甲第６号）は，昭和23

年12月31日限り廃止する。  

第６条 神戸市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（昭和56年12月条例第37

号）附則第３項の規定は，同項に規定する者

（改 正 案）  
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第２条    

       

第４条 昭和24年１月１日以降において退職し

た職員に対し暫定退職手当支給規程により支

給した退職手当は，この条例による退職手当

の内払とみなす。  

第５条 暫定退職手当支給規程（昭和23年２月

訓令甲第12号）及び退職特別手当金支給規程

（昭和６年４月訓令電甲第６号）は，昭和23

年12月31日限り廃止する。 

第６条 神戸市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（昭和56年12月条例第37

号）附則第３項の規定は，同項に規定する者



（市長が定める者を除く。）に対して退職手

当を支給する場合には，適用しない。  

第７条 地方公務員法の一部を改正する法律

（昭和56年法律第92号）附則第３条の規定に

より退職する者及び管理員で昭和 60年３月30

日までに年齢60年に達しているものに対する

退職手当の額は，第９条の規定にかかわら

ず，第８条の規定の例により計算した額とす

る。 

第８条 昭和46年３月30日現在在職する職員の

うち，本市教員等としての引き続いた在職期

間及び第７条第５項第７号，第８号又は第９

号の規定により職員としての引き続いた在職

期間に含まれる期間中において，府県等の教

員等又は先の職員として在職した後，規則で

定める退職（以下「特殊退職」という。）を

した者については，第７条第５項第９号ただ

し書及び同条第６項の規定は，適用しない。  

２ 特殊退職をした者が退職し，又は死亡した

場合におけるその者に対する退職手当の額

は，第８条及び第９条の規定にかかわらず，

その者の給料月額に，第１号に掲げる割合か

ら第２号に掲げる割合を控除した割合を乗じ

て得た額とする。  

⑴ その者が一般の退職手当を受けるものと

した場合における当該退職手当の支給割合  

⑵ その者が特殊退職をした際に支給を受け

た退職手当又はこれに相当する給与の計算

の基礎となつた在職期間について第７条の

規定を適用した場合に得られる勤続期間を

その者の勤続期間とみなし，一般の退職手

当の支給を受けたものとした場合における

当該退職手当の支給割合（特殊退職を２回

以上した者については，それぞれの特殊退

職に係る当該割合を合計した割合）  

（市長が定める者を除く。）に対して退職手

当を支給する場合には，適用しない。  

第７条 地方公務員法の一部を改正する法律

（昭和56年法律第92号）附則第３条の規定に

より退職する者及び管理員で昭和60年３月30

日までに年齢60年に達しているものに対する

退職手当の額は，第９条の規定にかかわら

ず，第８条の規定の例により計算した額とす

る。 

第８条 昭和46年３月30日現在在職する職員の

うち，本市教員等としての引き続いた在職期

間及び第７条第５項第７号，第８号又は第９

号の規定により職員としての引き続いた在職

期間に含まれる期間中において，府県等の教

員等又は先の職員として在職した後，規則で

定める退職（以下「特殊退職」という。）を

した者については，第７条第５項第９号ただ

し書及び同条第６項の規定は，適用しない。  

２ 特殊退職をした者が退職し，又は死亡した

場合におけるその者に対する退職手当の額

は，第８条及び第９条の規定にかかわらず，

その者の給料月額に，第１号に掲げる割合か

ら第２号に掲げる割合を控除した割合を乗じ

て得た額とする。  

⑴ その者が一般の退職手当を受けるものと

した場合における当該退職手当の支給割合  

⑵ その者が特殊退職をした際に支給を受け

た退職手当又はこれに相当する給与の計算

の基礎となつた在職期間について第７条の

規定を適用した場合に得られる勤続期間を

その者の勤続期間とみなし，一般の退職手

当の支給を受けたものとした場合における

当該退職手当の支給割合（特殊退職を２回

以上した者については，それぞれの特殊退

職に係る当該割合を合計した割合）  



３ 前２項の規定により算定した退職手当の額

が，これらの規定を適用しない場合における

退職手当の額より少ないときは，前２項の規

定は，適用しない。  

４ 前３項の規定により算定した退職手当の額

が，第１項中「第９号」とあるのを「神戸市

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（昭和59年 12月条例第 26号）第３条の規

定による改正前の神戸市職員退職手当金条例

第７条第５項第９号」として適用した場合に

おける退職手当（以下「改正前の条例による

手当」という。）の額より少ないときは，そ

の者に対する退職手当の額は，改正前の条例

による手当の額とする。  

第９条 略  

 第 10条  第８条第３項及び第９条第４項の規定

にかかわらず，当分の間，退職手当の基本額

は第８条第１項及び第２項並びに第９条第１

項及び第２項の規定により計算した額に 100

分の 87を乗じて得た額とし，その額が給料月

額に 49.59を乗じて得た額を超えるときの退

職手当の基本額はその乗じて得た額とする。  

 第 11条  平成 13年３月 31日（以下「基準日」と

いう。）に在職した職員が平成 16年３月１日

から同月 31日までの間に退職し，又は死亡し

た場合において，その者が基準日に現に退職

した理由と同一の理由により退職したものと

し，かつ，その者が現に退職した日までの勤

続期間及び基準日における給料月額を基礎と

して，神戸市職員退職手当金条例の一部を改

正する条例（平成 13年３月条例第 43号）によ

る改正前の第９条の規定により計算した場合

の退職手当の額が，第９条及び附則第 10条の

規定により計算した場合の退職手当の額より

も多いときは，これらの規定にかかわらず，

３ 前２項の規定により算定した退職手当の額

が，これらの規定を適用しない場合における

退職手当の額より少ないときは，前２項の規

定は，適用しない。  

４ 前３項の規定により算定した退職手当の額

が，第１項中「第９号」とあるのを「神戸市

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（昭和59年 12月条例第26号）第３条の規

定による改正前の神戸市職員退職手当金条例

第７条第５項第９号」として適用した場合に

おける退職手当（以下「改正前の条例による

手当」という。）の額より少ないときは，そ

の者に対する退職手当の額は，改正前の条例

による手当の額とする。  

第２条  

 第３条  第８条第３項及び第９条第４項の規定

にかかわらず，当分の間，退職手当の基本額

は第８条第１項及び第２項並びに第９条第１

項及び第２項の規定により計算した額に 100

分の 83.7を乗じて得た額とし，その額が給料

月額 47.709を乗じて得た額を超えるときの退

職手当の基本額はその乗じて得た額とする  

 第 11条  平成 13年３月 31日（以下「基準日」と

いう。）に在職した職員が平成 16年３月１日

から同月 31日までの間に退職し，又は死亡し

た場合において，その者が基準日に現に退職

した理由と同一の理由により退職したものと

し，かつ，その者が現に退職した日までの勤

続期間及び基準日における給料月額を基礎と

して，神戸市職員退職手当金条例の一部を改

正する条例（平成 13年３月条例第 43号）によ

る改正前の第９条の規定により計算した場合

の退職手当の額が，第９条及び附則第 10条の

規定により計算した場合の退職手当の額より

も多いときは，これらの規定にかかわらず，



その多い額をもってその者に支給すべき退職

手当の額とする。ただし，当該退職手当の額

が，その者が現に退職した日の給料月額を基

礎とし，かつ，勤続期間を 35年としてこれら

の規定により計算して得られた退職手当の額

（以下「基準退職手当額」という。）を超え

る場合は，基準退職手当額をもってその者に

支給すべき退職手当の額とする。  

 第12条 略  

第13条 略  

その多い額をもってその者に支給すべき退職

手当の額とする。ただし，当該退職手当の額

が，その者が現に退職した日の給料月額を基

礎とし，かつ，勤続期間を 35年としてこれら

の規定により計算して得られた退職手当の額

（以下「基準退職手当額」という。）を超え

る場合は，基準退職手当額をもってその者に

支給すべき退職手当の額とする。  

第４条  

 第５条  

 



（参考 ２）  

神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  ぬきがき  

（  は，改正部分を示す。）  

（現   行）  

附 則  

  （退職手当に関する経過措置）  

第９条  職員が新制度適用職員（職員であっ

て，その者が施行日以後に退職することに

より第２条の規定による改正後の神戸市職

員退職手当金条例（以下「新退職手当金条

例」という。）の規定による退職手当の支

給 を 受 け る こ と と な る者 を い う 。 以 下 同

じ。）として退職した場合において，その

者が施行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同日にお

ける給料月額を基礎として，第２条の規定

による改正前の神戸市職員退職手当金条例

（以下「旧退職手当金条例」という。）第

８条及び第９条並びに附則第 10条の規定に

より計算した退職手当の額に 100分の 87（当

該勤続期間が 20年以上の者（その者に対す

る退職手当の額を計算するに当たり，旧退

職手当金条例第９条及び附則第 10条の規定

の適用を受ける者に限る。）にあっては，

104分の 87）を乗じて得た額が新退職手当金

条例第６条，第８条，第９条及び第 10条か

ら第 10条の２まで並びに附則第 10条の規定

により計算した退職手当の額（以下「新退

職手当金条例等退職手当額」という。）よ

りも多いときは，これらの規定にかかわら

ず，その多い額をもってその者に支給すべ

き こ れ ら の 規 定 に よ る退 職 手 当 の 額 と す

る。 

２ 略  

（改 正 案）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８条及び第９条並びに附則第３条の規定に  

        額に     100分の83.7 

間が20年以上の者（その者に対する退職手  

当の額を計算するに当たり，旧退職手当金  

職手当金条例第９条及び附則第３条の規定受

ける者に限る。）にあっては， 104分の  

  104分の83.7 

 

ら第10条の２まで並びに附則第３条の規定  

 

 

 

 

 

 

 



第 10条  職員が施行日以後平成 22年３月 31日

までの間に新制度適用職員として退職した

場合において，その者についての新退職手

当金条例等退職手当額がその者が施行日の

前日に受けていた給料月額を退職の日の給

料月額とみなして旧退職手当金条例第８条

及び第９条並びに附則第 10条の規定により

計算した退職手当の額（以下「旧退職手当

金条例等退職手当額」という。）よりも多

いときは，これらの規定にかかわらず，新

退職手当金条例等退職手当額から新退職手

当金条例第 10条の規定により計算した退職

手当の調整額の 100分の５に相当する額又は

新退職手当金条例等退職手当額から旧退職

手当金条例等退職手当額を控除した額のう

ちいずれか少ない額（その少ない額が 10万

円を超える場合には， 10万円）を控除した

額をもってその者に支給すべき退職手当の

額とする。  

２ 略  

 

 

 

 

 

 

及び第９条並びに附則第３条の規定により  

 



 

第 40号議案  

神戸市職員退職手当金条例の一部を改正する条例の件（概要） 
 

 

 

 

１.調整率及び最高支給率の見直し 

    

調整率及び最高支給率を次のとおり見直す 

 

           （現行）     （改正案） 

 

   ・調整率   ８７／１００ → ８３.７／１００ 

 

   ・最高支給率  ４９．５９ →  ４７．７０９ 

 

 

 

 

２．実施時期 

 
   平成３０年４月１日 
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