
資料４

独立行政法人産業技術総合研究所の役員退職手当規程の改正について

平成２２年６月１１日

産業技術総合研究所室

１．改正の経緯

産業技術総合研究所役員退職手当規程第６条に基づき役員退職手当を支給してい

る。

２．改正の経緯

不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いについて、平成２０年度に

国家公務員退職手当法が改正され、返納事由の拡大等（在職中の免職相当の非違行為

が発覚した場合の返納等）が行われた。

改正法案審議において、独法も必要な措置を講ずるよう附帯決議がなされたことを

踏まえ、同法の改正に準じて職員退職手当規程を改正し、また、役員退職手当規程に

ついても改正を行った。

３．改正の内容

以下のとおり支給制限・返納制度を拡充した。

・退職後、退職手当支払前に、在職期間中の解任相当の行為1があったと認められた

場合には、退職手当の支給を制限することができることとする。

・退職後、在職期間中に解任相当の行為があったと認められた場合、退職手当の全部

を返納させることができることとする。

・在職期間中に解任相当の行為があったと認められた場合で、すでに当該役員が死亡

しているときには、支払前であれば遺族等に対する退職手当の支給を制限し、支払

後であれば遺族等に返納を命ずることができることとする。

【参考】

改正前の役員退職手当規程における、支給制限・返納制度は以下のとおりである。

・解任されたときは、退職手当は支給しない。

・役員が禁錮以上の刑に処せられた場合は退職手当を支給しない。

・退職後、在職期間中の行為に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、退職手当の全

部又は一部を返納させることができる。

1 解任相当の行為：在職期間中の役員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程

度に照らして通則法第 23条（同条第 2項第 1号の規定を除く。）に規定する解任に値する
ことが明らかなものをいう。



産業技術総合研究所

経済産業大臣直嶋正行殿

第 80850100欄 A-20100422削 001号

成 2 2 年 4 月 2 2 日

東京都千代田区霞ヶ関一丁目 3番 1号

独立行政法人産業技術総合研究所

理事長 野間口

独立行政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程の一部

を改正する規程の制定の届出

独立行政法人通知法(平成 11年法律第 103号)第 62条の規定に基づき、独立行

政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程の一部を改正する規程を制定したので届

け出いたします。



独立行政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程の一部を改正する規程

22規程第&

平成22年 4丹 1日

独立行政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程 03規程第 3号)の一部を別紙の新旧対

照表のように改正する。

開期

この規程は、平成22年 4月 18から施行する。



独立行政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程 新旧対照表

新 18 

第 1無 (路) 第1条 (略)

(退職 当の受給 (退職手当の受給者)

第2条退職手当は、役 が退職したとき(死亡したときを除く。) 第2条 退職手当は、役員が退職したとき(死亡したときを除く。)

はその者に、死亡したときはその 族に支給するものとする。ただ はその者に、死亡したときはその 族に支給するものとする。ただ

し、独立行政法人通期法(平成 11年法律第 103号。以下 f通知法J し、独立行政法人通良司法(平成 11年法律第 103号)第23条の規定(開

という。)第23条の規定(開条第 2項第 1号の規定を除く。以下関 条第 2項第 1号の規定を除く。以下問じ。)により解任されたとき

じ。)により解任されたときは、その役 には退職手当は支給しな は、その役 には退職手当は支給しない。

い。

第3条 (路〉 第3条 (略)

(退職手当の支給髄限及び返納等の取り扱い) (退職手当の返納 の取り扱い)

第4条 退職手当の支給制限及び返納等の取扱いについては、独立行 第4条 退職手当の返納等の取り扱いについては、国家公務員退職手

政法人産業技術総合研究所職員退職手当規程(18規程第39号)第20 当法(昭和28年法律第 182号)第 12条第 1項、第 3項及び同法第 12

条から第24条の規定(第21条第 1項第 2号、第22条第 l項第 2号及 条の 2第 l項、第 3項及び第 4項並びに同法第 12条の 3第 l項の規

び第24条第 5項そ除く。)を準用する d この場合において、次全長ま 定を準用する。この場合において、第12条第 1項中 f職員Jとある

の左欄に掲げる規定中間表の中繍に掲げる字句は、それぞれ同表の は「役員Jと、第 12条第 1項、第 3項、第12条の 2第 1項及び第 4

右概に掲げる字句に読み替えるものとする。 項並びに第12条の 3第 1項中 f一般の退職手当等j とあるのは「退

読み替える規定 読み替えられる字 読み替える字句 職手当Jと、第12条の 2第 1項中「各省各庁の長等(期政法(昭和

匂 22年法律第34号)第20条第 2項に規定する各省各庁の長、特定独立

第20条第 1項第 2号 基礎在職期間中 在職期間中 行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。以下回じ。)Jとあ

第20条第 2項第 1号 るのは f理事長j と、同条第 3項及び第 4項並びに第 12条の 3第 1

第20条第 4項 項中 f各省各庁の長等j とあるのは f理事長j と、読み えるもの

第20条第 4項第 3号 とする。



第21条第 1項第 l号

第22条第 1項第 1号

第24条第 3項

第24条第 4項

第20条第 2項第 2号 引き続いた在職期 在職期間中

第21条第 1項第 3号 盟虫

第22条第 1項第 3号

第24条第 1項

第24条第 2項

第24条第 3項

第20条第 2項第 2号 懲戒解雇処分又は 解任されるべき行

論設退職処分(以下 為(在職期間中の役

f 懲戒解雇等処分j 員の非違に当たる

という。)を受ける 行為であって、その

べき行為(在職期間 非違の内容及び程

中の職員の非違に 度に照らして通則

当たる行為であっ 法第23条(開条第 2

て、その非違の内容 項第 1号の規定を

及び程度に照らし 除く。以下問じ。〉

て懲戒解雇等処分 に規定する解任に

に値することが明 値することが明ら

らかなものをいう。 かなものをいう。以

以下問じ。) 下問じ。)

第21条第 1項 第 15条又は第 19条 当該退職手当の額

第21条第 2項 に規定する退職を の全部

。，u



第22条第 1項 した場合の退職手

第23条第 1項 当の額との権衡を

勘案して、当該退職

手当の額 の全部又

は 2分の l

第21条第 1項第 3号 当該退職 をした者 当該退職をした者

第22条第 1項第 3号 (再雇用職員等に

対する解 麗 処 分 の

対象とな る者を除

く。)

第21条第 1項第 3号 懲戒解雇等処分を 解任されるべき行

第22条第 l項第 3号 受けるべき行為 為

第24条第 1項

第24条第 2項

第24条第 3項

第24条第 1項 全部又は 2分の l 全部

第24条第 2項

第24条第 3項

第24条第 4項

第20条第 1項第 1号 盤昼 盆皇

第20条第 2項第 2号

第21条第 1項第 3号

第22条第 1項第 3号

第24条第 1項

第24条第 2項



第24条第 3項

第 15条又 は 第 19条 第 2条ただし書き

に規定する退職を に規定する解任さ

した場合の退職手 れ た 場 合 の 退 職 手

当の額

第4条の 2"-'第9条 (略) 第4条の 2""第9条 (略)
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独立行政法人産業技術総合研究所役員退職手当規程

制定平成13年11.FJ1日 13規程第 3号

最終改正平成22年4丹 1臼 湖程第名号一部改正

(総則)

第 1条 独立行政法人産業技術総合研究所の翠事長、副理事長、理事及び監事(非常勤の者

を除く。以下「役員Jという。)に対する退職手当の支給は、との規程の定めるところに

よる。

(退職手当の受給者)

第2条 退職手当は、役員が退職したとき(死亡したときを除く。)はその者に、死亡した

ときはその遺族に支給するものとする。ただし、独立行政法人道別法(平成11年法律第103

号。以下「通知法」という。)第23条の規定(開条第 2項第 1号の規定を除く。以下同じ。)

により解任されたときは、その役員には退職手当は支給しない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、在職期間 1月につき退職した日(以下「退職自Jという。)にお

ける当該役員の月例支給額に100分の12.5を乗じて得た額に、業績勘案率の評価を行うに当

たっての基本的な考え方、(別紙)に基づき経済産業省独立行政法人評価委員会(以下「評

価委員会Jという。)が決定する業績勘業率(以下 f業績勘案率Jという。)を乗じて得

た額とする。ただし、第 5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の

退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下 f役職別期間j という。) 1月につき、

退職日における当該異なる役職ごとの月例支給額に100分の12.5を乗じて得た額に当該異

なる役職ごとの業績鴎案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

(退職手当の支給制隈及び返納等の取り扱い)

第4条 退職手当の支給制限及び返納等の取扱いについては、独立行政法人産業技術総合研

究所職員退職手当規程 08規程第39号)第20条から第24条の規定(第21条第 1項第 2号、

第22条第 l現第 2号及び第24条第 5項を除く。)を準用する。この場合において、次の表

の在繍に掲げる規定中間表の中欄に掲げる字句は、それぞれ向表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。

読み養える規定

第20条第 l項第 2号

第20条第 4項

第20条第 4項第 3号

第21条第 l項第 1号

読み替えられる字句

基礎在職期間中 在職期間中



第22条第 1項第 1号

第24条第 3項

第24条第4項

第20条第 2項第 2号 引き続いた在職期間中 在職期間中

第21条第 1項第 3号

第22条第 l項第 3号

第24条第 1項

第24条第 2項

第24条第 3項

第20条第 2項第 2号 懲戒解護処分又は論旨退職処 解任されるべき行為(在職期間

分(以下「慾戒解雇等処分Jと 中の役員の非違に当たる行為

いう。)を受けるべき行為(在 であって、その非違の内容及び

職期間中の職員の非違に当た 程度に照らして通良司法第23条

る行為であって、その非違の内 (開条第 2項第 1号の規定を

容及び程度に照らして懲戒解 除く。以下関じ。)に規定する

産等処分に値することが明ら 解任に鏡することが明らかな

かなものをいう。以下閉じ。) ものをいう。以下関じ。)

第21条第 1項 第15条又は第 19条に規定する 当該退職手当の額の全部

第21条第 2項 退職をした場合の退職手当の

第22条第 1項 額との権衡を勘案して、当該退

第23条第 l項 職手当の額の全部又は 2分の

一
第21条第 1項第 3号 当該退職をした者(再麗用職員 当該退職をした者

第22条第 l項第 3号 等に対する解雇処分の対象と

なる者を除く。)

第21条第 l項第 3号 懲戒解麗等処分を受けるべき 解任されるべき行為

第22条第 1項第 3号 行為

第24条第 1項

第24条第 2項

第24条第 3項

第24条第 l項 全部又は 2分の l 全部

第24条第 2項

第24条第 3項

第24条第 4項

第20条第 1項第 l号 箆長

第20条第 2項第 2号

第21条第 l項第 3号
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第22条第 1項第 3号

第24条第 2項

第24条第 3項

第24条第 6項 第15条又は第19条に規定する 第 2条ただし審ぎに規定する

退職をした場合の退職手当の 解任された場合の退職手当の

箆 額

(在職期需の計算)

第4条の 2 在職期間及び役職別期間の月数の計算は、任命の日から起算して騰に従って計

算するものとし、 1月に満たない端数(以下この条において「端数j という。)を生じた

ときは、 1丹と計算するものとする。

2 第 5条後段の規定により引続き在職したものとみなされた役員の役職別期間の合計在職

月数が、前項の規定により した在職期間の在職月数を超えるときは、当該超える丹数

に達するまでは、役職別期間の在職月数のうち端数の少ない在職月数から願次 1丹を減ず

るものとする。この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の夜職月数から同

様に 1月を減ずるものとする。

(在職期間のみなし)

第5条 退職手当の支給において、役員が任期満了の B又はその翌日に同ーの役職の役員に

再び任命されたときは、引き続き在職したものとみなす。また、役員が任期満了の自以前

又はその翌日において役職を異にする役員に任命されえときも同様とする。

(退職手当に係る特例)

第5条の 2 役員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員(国家

公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第 2条第 1項に規定する職員をいう。以下同じ。)

となるため退職をし、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員

となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員

としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第 3条の適用に係る

月例支給額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長がその

つど定める。

3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となる

ため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた

在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた主職期間を含むものとする。

4 役員が第 1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又

は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合におい

ては、この規程による退職手当は支給しない。

5 第 3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除

く。)における退職手当の額については、第 3条の規定にかかわらず、その時点で国家公

に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第 3項の規定に該当する役員

3 



としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手

当法第 7条第 1項に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の

額に相当する額とする。この場合における役員の退職の自における月例支給額については、

当該役員が第 3項の規定に該当する役員となるため退職した自における国家公務員として

の俸給月額を基礎に、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し理事長が定

める額とする。

(退職手当の支払い)

第 6条 退職手当は、法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を、

その他の特別の事情のある場合を除き、第 3条の規定に基づき評価委員会が業績勘案率を

決定した日から遅滞なく支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、役員の在職した最終年度の前の年度までの業績勧案率を基に

第 3条を準用して算出する退職手当の額(以下 f暫定退職手当額Jという。)を、最終年

度の前の年度に係る評価委員会の評価結果の通知を受けた日又は支給事由の発生した日の

うちのいずれか遅い日以降に支払うことができる。なお、前項の規定立より支払う退職手

当の額は、退職手当の額から暫定退職手当額を控除した額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第γ条 第 2条に規定する遺族の範囲及び頗位は、各号に規定するところによるものとし、

第 2号及び第 3号に掲げる者のうちにあっては、間号に掲げる!顧位による。

一 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時、事実上婚熔関係と同様の事情にあ

った者を含む。以下向じ。〉

一 配偶者がいない場合には、役員の死亡当時、主として役員の収入によって生計を維持

し、又は生計を共にしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はその他の親族

三 前2号に掲げる者に該当する者がいない場合には、役員の死亡当時、主として役員の

収入によって生計を維持していない、又は生計を共にしていない子、父母、孫、祖父母

又は兄弟姉妹

2 前項第 2号及び第 3号の規定中、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に

し父母の実父母を後にする。

3 退職手当を受けるべき遺族が 2人以上となったときは、その人数により退職手当を等分

して、それぞれに支給する。

(端数処理)

第8条 この規程による各計算において、 100円未満の場数を生じたときは、その端数は100

円に切り上げるものとする。

(雑則)

第9条 この規程の実施に必要な退職手当の支給手続等の細目については、加に定める。

開期 (13規程第 3号)

この規程は、経済産業大臣に届出を行い、かつ、公表した白から実施し、平成13年4月 1

4 



日から適用する。

鮒慰 (13規程第57号・一部改正)

1 この規程は、経済産業大臣に届出を行い、かつ、公表した自から実施し、平成14年4丹

1日から施行する。

2 平成14年 3~ 31告に在職する役員が、平成14年4月 1日以降引続いて在職した後に退職

した場合、当該役員の退職手当の額は、第 3条の規定にかかわらず、平成14年 3月31日ま

でに支給された月例支給額の合計額に100分の30を乗じて得た額と平成14年4月 1日から

退職の日までに支給された月例支給額の合計額に100分の23.3を乗じて得た額の合計とす

る。

附期 (15規程第 9号・一部改正)

この規程は、経済産業大臣に届出を行い、かつ、平成15年 6月15日から施行する。

開 期 (15規程第23号・一部改正)

1 この規程は、経済産業大臣に届出を行い、かつ、平成15年12月 1Bから施行する。

2 平成15年11丹30日に在職する役員が、平成15年12月 1日以降引続いて在職した後に退職

した場合、当該役員の退職手当の額は、この規程による改正後の第 3条の規定にかかわら

ず、平成14年 3月31日までに支給された丹例支給額の合計額に100分の30を乗じて得た額、

平成14年4月 l日から平成15年11月初日までに支給された月例支給額の合計額に100分の

23. 3を乗じて得た額及び平成15年12月 1日から退職の自までに支給された月例支給額の合

計額に100分のおを乗じて得た額の合計額とする。

関長IJ (15規程第29号・一部改正)

l この規程は、経済産業大臣に届・出を行い、かつ、平成16年 1丹 1Bから施行する。

2 平成16年 1月 1日(以下 f基準日 Jという。)の前日に現に在職する役員が、向日にお

ける役職の役員として基準日以降引き続き在職した後に退職した場合、当該役員の退職手

当の額は、この規程による改正後の第 3条第 1項の規定にかかわらず、平成14年 3月31日

までに支給された月例支給額の合計額に100分の却を乗じて得た額、平成14年4月 1日から

平成15年11月初日までに支給された丹例支給額の合計額に100分の23.3を乗じて得た額、平

成15年12月 1日から平成15年12月31日までに支給された月例支給額の合計額に100分のお

を乗じて得た額及び基準日から退職の自までの在職期間 1丹につき100分の12.5を乗じて

得た額に第 3条第 2現に規定する業績勘案率を乗じて得た金額の合計額とする。

時 期 (17規程第 9号・一部改正)

この規程は、平成17年4月 1日から施行する。

時期 (17規程第60号・一部改正)

1 この規程は、平成17年10丹 1日から施行し、間期第 3項の規定は、平成18年 8丹 1日か

ら適用する。

2 平成17年同月 1日の前日に現に在職する役員が、向日における役職の役員として平成17

年10月 1B以降引続き在職した後平成18年 3月31日までに退職した場合、当該役員の退職

手当の額は、この規程による改正後の退職手当規程第 3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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一 平成14年 3月31日までに支給された月例支給額の合計額に 100分の30を乗じて得た額

二 平成14年 4月 1日から平成同年11丹30日までに支給された用例支給額の合計額に100

分の23.3を乗じて得た額

三 平成15年12丹 1日から平成15年12月31自までに支給された月例支給額の合計額に100

分の28を乗じて得た額

四 平成16年 1丹 1日から平成17年 3月31日までに支給された丹伊j支給額の合計額に100

分の12‘5を乗じて得た額にこの規程による改正前の退職手当規程第 3条第 2項に規定

する業績勘案率を乗じて得た額

五 平成17年 4月 1自から平成18年 3月31Bまでに支給された月例支給額の合計額に100

分の12.5を乗じて得た額にこの規程による改正後の退職手当規程第 3条に規定する業

績勘案率を乗じて得た額

3 平成18年 4月 l日(以下「基準日 J という。)の前自に現に在職する役員が、同日にお

ける役職の役員として基準日以降引続き在職した後に退職した場合、当該役員の退職手当

の額は、退職手当規程第 3条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額及び、平成18年 4

丹 1日から退職日までの在職期間 1月につき退職手当規程第 3条の規定により計算して得

た額の合計額とする。

附 則 (18焼程第30号・一部改正)

この規程は、平成18年 8月 1日から施行する。

附 員IJ (20規程第28号・一部改正)

この規程は、平成20年 7丹15日から施行する。

間期 (22規程縛鰐・一部改正)

この規程は、平成22年4月 1Bから施行する。

6 



BIJ 紙

業譲勘案率の評価安行うに当たっての基本的考え方

1.基本的考え方の見直しについて

平成 17年9月1日決定

平成 19年 12月 19日改定

経済産業省猿立行政法人評価委員会

「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金についてJ (平成15年12月日日閣議決

定)を受けて、経済産業省においては、独立行政法人毎の総合評定に対応する業績勘案率の算出

方法を平成16年 1月に策定した。

一方、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会において、 f役員退職金にかかる業績勘案率

に関する方針J (平成同年 7月23日)が決定され、その中で、 f業績勘案率は、独立行政法人の

役員退職金を国家公務員並にするという今般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、 1.0を基本

とするJこととされており、各府省評価委員会からの通知が 1. 0を超える場合など厳格な検討

が求められる場合には、総務省政策評価・独法評価委員会として、算定に当たっての客観性の確

保、法人の業績又は祖当業務の実績の反映重視を基本に厳しく検討を行うことが示された。

今般、当該方針を受け、経済産業省独立行政法人評価委員会(以下 f評価委員会J)として以

下に新たに業績勘案率についての考え方(以下「考え方J)を提示することとする。

2. 業績勘案率Jの決定

( 1 )基礎業績勘案率ε'の算出。

各独立行政法人は、「機関実績勘案率引と「個人業績勘案率引を算出後、配分率x、y (注;

各法人の特性・役員の職責に応じ決定する。ただし、個人的な業績が付随的なものであることを

考慮し、 yはO. 2とする。)を乗じ、 「基礎業績勘案率ピ j を算出し(小数点第二位未満の

端数があるときは、これを四捨五入する)、評価委員会に通知する。

E =x α+y s (X十 y=1、X=O. 8、y=O. 2) 

ε 基礎業績勘案率

α :機関実績勘案率

s 個人業績勘案率

X 機関実績勘案率の配分率

y 個人業績勘案率の配分率

評価委員会は通知されたε'に基づ、き、当該役員の在職中に特筆すべき法人の業績等を勘案して

当該役員のεを決定する。
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( 2) r機関実績勘案率引の算出

当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価Jに基づく各年疫の機関実績勘案率を、その在

職月数に応じ加霊平均して求めた率をαとする(小数点第ニ位以未満の端数があるときには、こ

れを四捨五入する)。

各年度の機関実積勘案率は、 「年度実績評儲」の総合評点に基づき、以下の通り換算する。

総合評点 各年度の機関実績勘案率

5. 0のとき 1. 5 

4. 0以上5. 0未満のとき 1. 2 

3. 0以上4. 0未満のとき 1. 0 

2. 0以上3. 0未満のとき O. 8 

1. 0以上2. 0未満のとき O. 5 

なお、役員が退職した日の属する f年度実績評価Jが確定していない場合、当該年度の機関実

績勘案率は、その前年度の機関実績勘案率その他の明確な方法(※)により算出することとし、

当該方法の適用につき合理的な説明を要することとする。

※:原期として、役員が退職した日が、当該Bの属する年度の開始後6ヶ月以内である場合には、

前年度の機関実績勘案率を準用することとし、 7ヶ月以後である場合には、当該年度の「年

度実績評価j の確定を待つこととする。

(3) r個人業績勘案事sJの算出

当該役員の個人業績勘案率βは 1. 0を基本とする。

なお、役員個人の業績の報酬に対する反映方法が確立された場合には、報酬に係る個人業績を

退職手当に反映することとする。

3.諸手続等

( 1 )評価委員会は、 「業績勘案率」を決定する際には、あらかじめ総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会に通知することとする。

(2 )本 f考え方j は、業績勘案率の決定状況等諸般の事構により、必要に応じ見直すものとす

る

4. 適用時期

本考え方は、平成 18年度の業績評価結果から適用する。平成 17年度以前の業績評価につい

ては、従前の規定による。
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独立行政法人産業技術総合研究所職員退職手当規程 抄

（退職手当の支払の差止め）

第 20 条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、研究所は、当該退職をし

た者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分（以下「支払差止処

分」という。）を行うものとする。

一 役員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められて

いるものに限り、刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に退職をした

とき。

二 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退

職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、研究所は、当該退職をした者に対し、当該

退職に係る支払差止処分を行うことができる。

一 当該退職をした者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された

とき又は研究所がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき

その者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を

支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

二 研究所が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員と

しての在職期間中に解任されるべき行為（在職期間中の役員の非違に当たる行為であ

って、その非違の内容及び程度に照らして通則法第 23条（同条第２項第１号の規程を

除く。以下同じ。）に規定する解任に値することが明らかなものをいう。以下同じ。）

をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

３ 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）

が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の

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。）に対しまだ当該

退職手当の額が支払われていない場合において、前項第２号に該当するときは、研究所

は、当該遺族に対し、当該退職に係る支払差止処分を行うことができる。

４ 研究所は、第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った後において、次の各号

のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければ

ならない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がそ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取

り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行

為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
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二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行

為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び

無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった場合であって、

次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴

を提起しない処分があった日から６月を経過した場合

三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の規定による処分を受けることなく、

当該支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合

５ 研究所は、第３項の規定により支払差止処分を行った後において、当該支払差止処分を

受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日

から１年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

６ 前２項の規定は、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退

職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すこ

とを妨げるものではない。

７ 研究所は、第１項から第３項までの規定による支払差止処分を行うときは、その理由を

付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

８ 研究所は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在

が知れないときは、当該処分を受けるべき者の最新の通勤届の住所に当該書面を発送す

るものとし、発送した日の翌日から起算して２週間を経過した日に到達したものとみな

す。

（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 21 条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、研究所は、当該退職をした者（第１号

又は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手

当の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、当該退職手当の額の全部を支給しな

いこととする処分を行うことができる。

一 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間

中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 当該退職をした者が当該退職手当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、再雇用職員等に対する解雇処分（退職をした職員が再び職

員又は独立行政法人産業技術総合研究所契約職員就業規則（17 規程第４号。以下この

号において「契約職員就業規則」という。）の適用を受ける者として採用された場合に

おける当該退職の日以前の職員としての在職期間中に行った非違を理由として受ける

職員就業規則第 56条第１項若しくは任期付職員就業規則第 57条第１項又は契約職員

就業規則第 48条第１項の規定による懲戒解雇の処分又は諭旨退職の処分をいう。以下

同じ。）を受けたとき。



三 研究所が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎

となる職員としての在職期間中に解任されるべき行為をしたと認めたとき。

２ 死亡により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）

が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の

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。）に対しまだ当該

退職手当の額が支払われていない場合において、前項第３号に該当するときは、研究所

は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の全部を支給しないこととする処分を行うこと

ができる。

３ 研究所は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を

受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

４ 前条第７項及び第８項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分について準用する。

５ 支払差止処分に係る退職手当に関し第１項又は第２項の規定により当該退職手当の一

部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消された

ものとみなす。

（退職をした者の退職手当の返納）

第 22 条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当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、研究所は、当該退職をした者に対し、当該退職手当

の額の全部の返納を命ずる処分を行うことができる。

一 当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら

れたとき。

二 当該退職をした者が当該退職手当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雇用職員等に対する解雇処分を受けたとき。

三 研究所が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員と

しての在職期間中に解任されるべき行為をしたと認めたとき。

２ 前項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から５年以

内に限り、行うことができる。

３ 研究所は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の

意見を聴取しなければならない。

４ 第 20条第７項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。

（遺族の退職手当の返納）

第 23 条 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）が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退

職手当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

当該退職手当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、研究

所は、当該遺族に対し、当該退職の日から１年以内に限り、当該退職手当の額の全部の

返納を命ずる処分を行うことができる。



２ 第 20条第７項及び前条第３項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

（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 24 条 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退

職手当の額が支払われた後において、当該退職手当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 22 条第１項

又は前条第１項の規定による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、研究所が、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

職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての在職期間中に解任され

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、研究所

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退職手当の額の算定の基礎となる役員としての在職期間中に解任さ

れるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部に相当す

る額の納付を命ずる処分を行うことができる。

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第 22 条第３項又は前条第２項の規

定による意見の聴取の実施にかかる通知を受けた場合において、第 22条第１項又は前条

第１項の規定による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、研究所は、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退職手当の

額の算定の基礎となる役員としての在職期間中に解任されるべき行為をしたと認められ

ることを理由として、当該退職手当の額の全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

20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 22条第１項の規定による処分を受けることな

く死亡したときは、研究所は、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手当の額の算定の

基礎となる役員としての在職期間中に解任されるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該退職手当の額の全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 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に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 22条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、研究所は、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、当該退職手当の額の全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退職手当の額の算定

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雇用職員等に対する解

雇処分を受けた場合において、第 22条第１項の規定による処分を受けることなく死亡し

たときは、研究所は、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雇用職員等に対す

る解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は２分の１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 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第２条ただし書きに規定する解任さ

れた場合の退職手当の額との権衡を勘案して、定めるものとする。この場合において、

当該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当

の額を超えることとなってはならない。

７ 第 20条第７項及び第 22条第３項の規定は、第１項から第５項までの規定による処分に

ついて準用する。
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