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関越高速道路の小千谷 IC→堀之内 IC の雪化粧した越後三山が
美しすぎて事故りそうになりました。

2016 年

せきね事務所のあれこれ

社会保険労務士法人 設立
今年４月に 社会保険労務士法人を設立し、せきね事務所にとって節目の年でした。
フルタイムの職員を増員し、よりお役に立てる体制作りができたと思っています。これもすべ
て顧問先、関与先、取引先の皆様のお陰です。また、実際に業務の受託がなくても「知っ得！
通信を楽しみにしている」、
「どうしようかと悩んだときに頭に浮かんだ」、
「知り合いを紹介し
たい、講師として推薦した」などのお言葉に励まされています。
プラスαで Ｗin-Ｗin
今年はこれまでで最も多くの助成金の提案・申請を手がけました。
これにより多くの顧問先・関与先に「介護支援取組助成金」をはじめと
した助成金を受給していただくことができました。
皆様からの「ありがたかった」というお言葉に、改めてやりがいを
感じました。日常の労務相談や給与計算、就業規則の改定はもちろん、研修やセミナー、助成
金案内などプラスαのサービスを提供しつつ、企業様との Win-Win の関係を続けていけたら
と思っています。
また、会社と社会保険労務士としてのお付き合いだけでなく、仕事を通じて出逢った方々と
の個人的なライフプランの相談や保険見直し相談、年金相談も数多くいただきました。沢山の
ご縁に感謝です。
せきね事務所

看板ねこのご紹介

今年 11 月、事務所に仔猫が来ました。名前は「さぶろく」。
社会保険労務士事務所の猫らしい名前でしょう？
爪や甘嚙みで、ストッキングや洋服が被害にあっていますが、
忙しい日常業務の中で、お気楽・気まぐれな「さぶろく」の
存在に癒されています。
猫が苦手でなかったら、次にせきね事務所にお寄りの際は
看板ねこを見ていってくださいませ。
さぶろく（オス・3 ヵ月）

最新情報

65 歳以上の方も雇用保険の対象になります

平成 29 年 1 月 1 日以降、65 歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保
険の適用の対象となります。

★ Ｈ29 年 1 月 1 日以降に新たに雇用した場合
H29.1.1

65 歳

雇用

届出必要
適用〔高年齢被保険者〕

★ Ｈ28 年 12 月末までに雇用しＨ29 年 1 月 1 日以降も継続して雇用している場合
65 歳

雇用

H29.1.1

届出必要
適応除外

適用〔高年齢被保険者〕

★ 65 歳以前から引き続き雇用されている場合
65 歳

H29.1.1

届出不要
適用〔高年齢継続被保険者〕適用〔高年齢被保険者〕

自動的に高年齢被保険者と
なります

保険料の徴収は、平成 31 年度までは免除 となります！

高年齢求職者給付金
上記に伴い、６５歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」
として離職した場合、給付金が支給されます。（年金と併給可）
ハローワークで求職の申込み、失業認定等が必要です。

改めて確認しておきたい！ 年末年始の挨拶マナー
◆簡略型の賀詞を使うのは？
取引先への年賀状で、漢字 1 文字・2 文字の簡略型の賀詞を使うのは失礼に当たるそう。
（漢字 1 文字の賀詞の例：寿・福・賀など、漢字 2 文字の賀詞の例：賀正・迎春など）。
「謹賀新年」
「恭賀新年」
「謹賀新春」
「恭駕新春」といった、4 文字の賀詞を使用しましょう。

◆取引先の役員が亡くなったら？
法人に喪中はないため、一般的には、会社宛ての年賀状であれば送っても問題なし。
「お慶びを申し
上げます」という文言がそぐわないと思うなら、
「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」とすれば OK。
同族経営の場合などで、年賀欠礼状が届いた場合には、年賀状ではなく寒中見舞いを送ります。寒中
見舞いは、松の内（一般的には 1 月 7 日）以降に送りましょう。

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥ
■

税制改正 配偶者控除は 150 万円まで

●妻の年収上限を 103 万円→150 万円に引き上げ。夫の年収が 1120 万円を超える場合は控除
縮小されます。
●ビールは減税に。発泡酒・第三のビールは増税、統一されます。
●エコカー減税は 2 年かけ対象を絞り、段階縮小されます。

■

マタハラ防止策を講じない企業の求人はハローワークで不受理に

厚労省は、昨年 10 月から順次施行されている若者雇用促進法に基づき、マタニテ
ィー・ハラスメント（マタハラ）に対して、男女雇用機会均等法で義務付けた防止
措置を講じない企業の求人をハローワークで受理しないように制度を改めます。
来年１月から施行されます。

■

協会けんぽのマイナンバー取扱い

H29.1 月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行い、H29.7 月からは他の医療保険者や
行政機関等との情報連携を開始する予定です。
事業主から協会けんぽに、従業員やその家族のマイナンバーを提出する必要はなく、被保険
者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワー
クから収集を行います。
H29.7 月から、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書
の添付が必要となる場合に、被保険者等の申出によりマイナンバーを利用するこ
とで添付書類の省略が可能となる予定です。
≪以下、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○高額介護合算療養費の申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
○基準収入額適用申請

◆ 有給休暇は取りづらい！？ ◆
電通の新入社員が過労自殺した事件を発端として、長時間労働の問題が様々なメディ
アで取り上げられているところです。
2015 年の調査では、「有給休暇を取得するのに罪悪感がありますか？」という質問
に対して、18%が「はい」と回答。その理由としては「人手不足だから」という回答
が最も多く、休むことにより周囲に迷惑がかかることを気にする人が多いようです。
◆「取りづらいために取れない」という人が一定数いる
20～40 代の男女 600 名を対象に行った調査によると、
有給休暇の消化率 1 位「25％以下」
2 位「50％以下」
※「0％」（まったく有給休暇を取っていない）という人も 15％も！
また、有給休暇を「取得しづらい」と回答した人は 60%に上っています。
国も有給休暇の取得率向上には力を入れているところですが、企業も有給休暇を取り
やすい組織風土への改善等が必要かもしれません。

トピックス

個人型確定拠出年金

節税に活用！

個人が毎月掛け金を出し、運用次第で老後の年金が変わる個人型確定拠出年金（iDeCo）
。
確定拠出年金（DC）には「企業型」と「個人型（iDeCo）」とがありますが、来年 1 月の法改
正により、どちらの制度も中小企業が導入しやすい仕組みとなりました。
企業型では、従業員数 100 人以下の中小企業を対象に
「簡易型 DC 制度」が創設され、従来に比べ設立手続等の
事務負担が大幅に軽減されることとなりました。

iDeCo は、基礎年金（１階部分）、厚生年金保険（２階部分）などの公的年金に上乗せして
給付を受ける私的年金（３階部分）のひとつです。
iDeCo の加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、来年 1 月からは、
企業年金※1 を実施している企業にお勤めの方や専業主婦、公務員の方を含め、基本的にすべて
の方が加入できるようになります。
加えて、転職したときなどの積立資産の持ち運び（ポータビリティ）も拡充し、より使いや
すい仕組みになります。

※掛け金下限額は、最低月 5000 円、
年に 1 回変更可能。休止も可。

※所得税は年末調整か確定申告などで還付。
住民税は翌年の支払い額が減少。

※加入者が途中で亡くなった場合は
遺族が受け取り。

Ｑ．どの金融機関で加入しても同じ？

口座管理費用、投資信託の品ぞろえなどで
金融機関に大差あり。変更も可能です。

Ｑ．地元の金融機関で加入すべき？

基本的に郵送・ネットでの手続きなので遠方でも可。

Ｑ．運用対象は？

預貯金や投資信託など。個別株や ETF は対象外。

これから始める方への

 ヒント



どこに口座開設したら得なのか？
どんな投資信託を選べばいいのか？
迷うなら、この本を読んでみてはいかがでしょう。
→ → →
おすすめの証券会社の名前や
具体的な投資信託の名前を挙げて紹介しています。
参考になると思いますよ！
※iDeCo は、月 5,000 円からの掛金

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍

はじめての人のための 3000 円投資生活

横山 光昭

国内外の株式市場の活況が続いていますね。
「蚊帳の外」のようで淋しいと
感じているなら、この本をおススメします。
この本で紹介している投資方法は、きわめてシンプル。証券会社に口座を
開き、月々3,000 円でバランス型の投資信託を買うだけ。それをスタートさ
せたらあとは、「手間をかけない」方が成功すると言い切っています。
実は、私も 10 年ほど前から個人型確定拠出年金の制度を利用し、毎月
複数のバランス型の投資信託を購入し、まさに「ほったらかし」に。リーマンショックの頃は
ヒドい運用成績でしたが、手にするのは 60 歳以降なので気にせず投資を続けてきました。
この本のやり方が「私と同じ方法」であることにとても驚き、同時に非常に嬉しく、確信を
持ったところです。
日本国内だけを見ていると将来に不安を感じることも少なくありませんが、世界全体に目を
向けるとどうでしょう。人類は常に進化・発展を目指し、新しい商品やサービスが生まれ続け
ています。来年 1 月からは個人型確定拠出年金（iDeCo）も始まります。無理のない範囲での
「投資」、始めませんか？

書籍

大学 4 年間の経済学が 10 時間でざっと学べる

井堀 利宏

ひとつのテーマに対して、説明文と「30 秒でわかる！ポイント」図解を
組み合わせて解説しています。
「希少性」
「機会費用」
「公共財と私的財」などのわかりやすいテーマもあれ
ば、
「レント」
「ケインズ経済学」など数式で解説されている難解なものもあ
りました。
文字のフォントはかなり小さく、やはり一般の人向けというよりは、一気
に復習したい大学生に最も役に立つ内容といえるでしょう。

書籍

ストーリー・セラー

有川 浩

映画化された「図書館戦争」などで有名な著者。
「泣ける！」という書店のポップ通り、やはり泣かされました。
sideA、sideB という対になる２本立てのストーリーです。
どちらも、小説家の妻と、妻の小説の大ファンの夫という夫婦が主人公。
この本の内容は、フィクションなのか？事実に基づいているのか？ 気に
なり、有川浩さん（ちなみに女性です）について調べてしまいました。
フィクションであることは間違いなさそうですが、有川さんご夫婦も
きっといい関係なのだろうと想像しています。
私は、ラストシーンが明るい感じの sideB の方が好きですが、どちらも旦那さんがとても
いい人で感動的でした。

