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好景気感のある中、さまざまな変化も予測される

年。あおぞらコンサルティングは

10

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

ます。

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

するために計画的に職員の育成
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●
 ・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

今後の

●
・

円まで、同額

●雇用保険法の改正
・65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
・65 歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。
・育児・介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
・特定受給資格者の基準が⾒直されます。

好景気感のある中、さまざまな変化も予測される

年。あおぞらコンサルティングは

10 年目という節目の年を迎え、今年も開所から常に取り

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

ます。 

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

するために計画的に職員の育成

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

・第 4 火曜日発刊

●確定拠出年⾦制度の改正
 ・専業主婦、公務員の方を含め、基本的に
 ・確定拠出年⾦の脱退⼀時⾦の⽀給要件が縮⼩

●500 人以下の企業の短時間労働者の社会保険適用拡大
 ・社会保険加入者

短時間労働者も、厚⽣年⾦と健康保険に加入できます。

●育児・介護休業法、男⼥雇用機会均等法の改正
・介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が
・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。

●国⺠年⾦法・厚⽣年⾦法の改正
・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

今後の

●配偶者特別
・配偶者控除について

円まで、同額

雇用保険法の改正 〜平成
歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。

介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
・特定受給資格者の基準が⾒直されます。

好景気感のある中、さまざまな変化も予測される

年。あおぞらコンサルティングは

年目という節目の年を迎え、今年も開所から常に取り

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

するために計画的に職員の育成

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

火曜日発刊 

年⾦制度の改正
・専業主婦、公務員の方を含め、基本的に

年⾦の脱退⼀時⾦の⽀給要件が縮⼩

人以下の企業の短時間労働者の社会保険適用拡大
・社会保険加入者 500 人以下の企業において、労使の合意により、要件を満たした

短時間労働者も、厚⽣年⾦と健康保険に加入できます。

育児・介護休業法、男⼥雇用機会均等法の改正
・介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が
・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。

国⺠年⾦法・厚⽣年⾦法の改正
・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

今後の法改正の動き

特別控除等の⾒直し
については配偶者の

円まで、同額の所得控除を受けることが

社会保険労務士事務所

〜平成 29 年
歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。

介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
・特定受給資格者の基準が⾒直されます。

好景気感のある中、さまざまな変化も予測される

年。あおぞらコンサルティングは4月に10年目を迎えます。

年目という節目の年を迎え、今年も開所から常に取り

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

するために計画的に職員の育成をしてまいります

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

年⾦制度の改正 〜平成
・専業主婦、公務員の方を含め、基本的に

年⾦の脱退⼀時⾦の⽀給要件が縮⼩
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短時間労働者も、厚⽣年⾦と健康保険に加入できます。

育児・介護休業法、男⼥雇用機会均等法の改正
・介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が
・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。

国⺠年⾦法・厚⽣年⾦法の改正 
・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

法改正の動き

の⾒直しの⾒込み
配偶者の給与収入

控除を受けることが

社会保険労務士事務所

年 1 月 1 ⽇施⾏〜
歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。

介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
・特定受給資格者の基準が⾒直されます。 

好景気感のある中、さまざまな変化も予測される 2017

年目を迎えます。

年目という節目の年を迎え、今年も開所から常に取り

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

をしてまいります。 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。
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人以下の企業において、労使の合意により、要件を満たした

短時間労働者も、厚⽣年⾦と健康保険に加入できます。
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・介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が
・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。
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・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

法改正の動き 

の⾒込み 〜平成
給与収入103万円以下が対象ですが、

控除を受けることが可能となります

社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング

⽇施⾏〜 
歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。 
歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。

介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
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年目を迎えます。

年目という節目の年を迎え、今年も開所から常に取り

組んできた「チャレンジ＆行動」の精神で突き進んでまいり

ます。今年は、次の世代のあおぞらコンサルティングの体

制づくりのために人材育成に力を入れて取り組んでまいり

次の世代のあおぞらコンサルティングでは、すべての職

員が専門サービス業としてのプロ意識をもち、品質のよい

サービス提供できることが重要だととらえ、その目標を達成

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

月 1 ⽇施⾏〜
歳未満の方は、

されます。 

人材を育成するためには、個々人の努力はもちろん、

育成をする側の体制を整えることも重要となります。今年は

昨年より始めた目標管理制度をしっかり運用し計画的な育

成をしてまいります。

そのほか、株式会社あおぞらコンサルティングでは介護

などをはじめとし、研修、物販等の事業で、外部の支援者

の協力を得ながら、お客様のニーズにそった企画や営業

にも力をいれていきたいと考えております。

今年もお客様へよりよいサービスを

ご提供してまいります。本年もご指導、

ご鞭撻のほど

人以下の企業の短時間労働者の社会保険適用拡大
人以下の企業において、労使の合意により、要件を満たした

短時間労働者も、厚⽣年⾦と健康保険に加入できます。 

育児・介護休業法、男⼥雇用機会均等法の改正 〜平成
・介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が、育児・介護
・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。

～今後の
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・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮

新年、明けましておめでとうございます

法改正の動き 

〜平成 30 年分以降の所得税について
万円以下が対象ですが、

可能となります。（所得者本人の所得制限有り）

あおぞらコンサルティング

歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。
介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

⽇施⾏〜 
は、個人型確定拠出

 

人材を育成するためには、個々人の努力はもちろん、

育成をする側の体制を整えることも重要となります。今年は

昨年より始めた目標管理制度をしっかり運用し計画的な育

成をしてまいります。
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ご提供してまいります。本年もご指導、

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます
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人以下の企業において、労使の合意により、要件を満たした

 

〜平成 29 年 1 月
育児・介護休業を取得しやすくなる等の

・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。

今後の法改正の

⽇施⾏〜 
・年⾦を受給するために必要な期間（受給資格期間）の短縮 25 年→10

新年、明けましておめでとうございます

年分以降の所得税について
万円以下が対象ですが、配偶者

（所得者本人の所得制限有り）

あおぞらコンサルティング 
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歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。
介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
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・マタハラ・パタハラ等の防止措置を講ずることが、事業主の義務となります。 
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10 年 
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歳以上の被保険者も「育児・介護休業給付⾦」「教育訓練給付⾦」等の給付⾦の対象となります。
介護休業法改正に伴い、育児・介護休業給付⾦の要件が⾒直され、給付対象が拡⼤・緩和されます。
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