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学校法人北里研究所 人事部長
北里ライフサービス 取締役

飯淵 哲

平成29年6月12日開催の第39期定時株主総会に
おいて、引き続き取締役（非常勤）に就任しました。大
変微力ではございますが、これまでの経験を活かし北
里ライフサービスの発展に貢献したいと存じます。
私は1986年に学校法人北里学園（当時）に入職し、
以来約30年にわたり、法人系（総務・人事・企画）、並
びに教学系（入学センター・学長室）、さらに大学学部
や専門学校の事務室の業務など、勤務年数の長さに
応じてさまざまな仕事を経験してきました。
このような経験の中から、私自身が常日頃、「従業
員が生き生きと働く職場とは？」「真に良い職場とは？」
と自問するのですが、そこにはいつも私なりの答えが
あります。
　1.誇れる職場であること。
　2.やりがいのある職場であること。
　3.自ら成長できる職場であること。
　4.意見の言える職場であること。
　5.楽しい職場であること。
いかがでしょうか？このような職場であれば、そこで
働く私たちはとても生産性の高い仕事ができると思う
のです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。私自
身も学校法人では人事や組織に関連する仕事を専門
としていますので、当社の明るく活気のある職場環境
づくりに貢献できればと思っています。

さて、先の株主総会にお
いて、平成28年度事業報
告が行われました。その席
上、遠藤尚光社長より「当
社が目標として掲げている
スローガン『あなたにでき
るプラスαを』のもとに、平
成28年度は従業員ひとり
一人が高い意識をもって仕事の質や効率性を向上さ
せ、全社的には強い体質を構築すべく諸事業を推進し
てきた。」と力強いメッセージがありました。
当然ながら当社の主力は従業員の皆さんです。慢
性的な人員不足の中、新規事業であるレンタルマット
の一括納品、廃ペットボトルの買い取り及び環境施設
部の業務見直し等の経営努力を行った結果、売上高
は27年度に若干届かなかったものの、経常利益にお
いてはプラスの業績をあげることができました。
一方で、株主とより強固な信頼関係を築くためには、
当社の管理体制の再整備と共に、従業員ひとり一人
がコンプライアンスと担当業務の精査確認の徹底を
肝に銘じなければなりません。私も503名の従業員の
皆さんと共に、北里ライフサービスの発展のため鋭意
尽力していく所存です。今後ともよろしくお願いいた
します。



東京都世田谷区に渓谷があります。東急大井町線
の等々力駅から5分ほど歩くと、『等々力渓谷公園入
口』の看板と階段があり、その階段を降りると谷沢川
に沿って1kmほどの遊歩道があります。
東京都内とは思えない、自然豊かな渓谷です。歩き
疲れたら、遊歩道の途中にある甘味茶屋『雪月花』で
甘いものはいかがでしょうか。夏定番のかき氷や、あ
んみつ、ところてんがあなたを待っています。ランチに
はイタリアンレストラン『OTTO』もあります。ピザが
評判とのこと。

東京都の西側、奥多摩にある滝です。『日本の滝
100選』にも選ばれている名瀑で、古くから大蛇が住
むという伝承があるそうです。この滝は、冬場の氷結
が有名ですが、暑い夏に滝を眺めてマイナスイオンを
浴びるのも、心身のリフレッシュに良いのではないで

しょうか。
さすがに奥多摩ですから、足元はスニーカーなどの
歩きやすいものをご用意ください。JR青梅線の拝島駅
で五日市線に乗り換え、終点武蔵五日市駅からバス
を利用するようになります。車で向かう方も、駐車場
から徒歩15分ほど離れています。

こちらも奥多摩にある涼める場所です。鍾乳洞の中
は低温に保たれていて、真夏の服装で中に入ると寒い
思いをします。調節可能な服装でお出かけください。
年間を通じて、気温11度とのことなので、夏のさなか
に訪れると極楽気分が味わえるのでは？
現在、この鍾乳洞から駐車場に向かう都道が落石

で通行不能のため、使用できる駐車場が大変込み合
うそうです。電車、バスの利用をおすすめします。JR
奥多摩駅から東日原行きバスに乗り、終点で下車して
徒歩25分ほど。結構歩きますので、気合を入れて向
かってください。

東京都世田谷区に渓谷があります。東急大井町線

しょうか。
さすがに奥多摩ですから、足元はスニーカーなどの
歩きやすいものをご用意ください。JR青梅線の拝島駅
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ちょっと涼みに
いよいよ夏本番。

近隣で暑さしのぎ！　ということで、涼しさと縁遠い感のある「東京」で、
涼めるスポットを探してみました。

等々力渓谷

日原鍾乳洞

払沢の滝
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湯河原温泉海上花火大会 7月17日（月・祝日） 20：00～20：30
鎌倉花火大会 7月19日（水） 19：20～20：10
えびな市民祭り 7月23日（日） 19：40～20：00
葉山海岸花火大会 7月26日（水） 19：30～20：15
さがみ湖湖上祭花火大会 8月1日（火） 19：30～21：00
開国花火大会2017（横須賀市） 8月5日（土） 19：15～19：45
小田原酒匂川花火大会 8月5日（土） 19：10～20：00
あつぎ鮎まつり大花火大会 8月5日（土） 19：00～20：30
川崎市制記念多摩川花火大会 8月19日（土） 19：00～20：00
湘南ひらつか花火大会 8月25日（金） 19：00～20：00
相模原納涼花火大会 8月26日（土） 19：00～20：15

夏の夜は花火大会

枕草子に『夏は夜。』とある通り、昼間
の厳しい暑さが和らぐ夏の夜は、ついつ
い出かけたくなるのではないでしょうか。
お出かけ先はいろいろあると思いますが、
夜空に映える花火を浴衣に団扇で眺め
るのも夏の夜ならでは……　ということ
で、近隣の花火大会スケジュールをご案
内します。

夏

ほっさわ

にっぱら
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事務部　永山乃丸クールビズについて

一方で『効きすぎた冷房問
題』も。右記のアンケートでは夏
の職場は『寒い』と思っている人
の割合は、全体の34.0％おり、
3人に1人は寒いと思っている
のです。

夏の職場は寒い？！

過度な冷房を避け、
職場内を涼しく快適にするには？

●エアコンの風向きを上向き～水平に設定して空気を循環させる
●うちわや扇子を使用し体感温度を下げる
●扇風機やサーキュレーターを活用し、涼しい空気を循環させる
●ブラインドの設置や遮熱シートを窓に貼ることで、日射を防ぐ

パソコンやプリンター、コピー機など、熱源の周りは温
度が高くなりがちなので、室温のムラを少なくするよう職
場のレイアウトを工夫することで、快適さは随分と変わっ
てきます。
またエアコンの温度設定は28℃が推奨されていますが、
あくまで目安です。室温や空気温度以外にも周囲の湿度
や環境で体感温度には差がでてきます。無理のない範囲
で『冷やしすぎず、暑すぎない』室温管理を心がけましょう。

7月に入り暑さも本格化してきました。
快適に過ごすため、家でも職場でもエアコンが活躍しているのではないでしょうか。

この時期になると熱中症の話題も耳にすることが多くなりましたね。
北里研究所及び、北里大学は5月、北里大学病院では6月よりクールビズが実施されています。

ノーネクタイ、ノージャケット、半袖シャツの着用など
涼しい服装や適切な水分補給で、暑い夏を乗りきましょう！

室温管理を心がけましょう。

出典：COOL CHOICE ウェブサイト
http://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/article/action_detail_002.html
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■夏場の会社は「寒い」と思う （全国20代～60代の男女1336名に調査）
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ライフショップ便り

オンライン書店「北里の本屋さん」オープン
有隣堂 北里大学病院店様とタッグを組み、オンライン書店をオープンしました。

ネット上で書籍やCDをご注文、ご都合のいい時に北里ライフショップでお受け取りできます。
会員登録は無料です。皆さまぜひご利用ください。

パソコン、スマートフォンから
24時間ご注文受付

300万点以上の
書誌データベース

受取店は『北里ライフショップ』『有隣堂 北里大学病院店』からお選びいただけます

最短２日で
受け取り可能

会員登録（無料）でご利用いただけます

●パソコンから
もしくは以下のURLにてアクセスしてください

●スマーフォンから

検索有隣堂 北里 https://www.honyaclub.com/shop/secure/ktst.aspx?isb=399

ログインボタンをクリック

で新規ご登録をしてください

会員登録をする
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 お中元商品のご案内

価格は全て税込です

自然の循環を大切にした環境保全型畜産を進めている、
北里大学獣医学部付属フィールドサイエンスセンター八雲牧場で、
子牛のためにお乳をいっぱい出すよう、牧場の草をたくさん食べて育った
安心・安全の雌牛のお肉を使用しています。
※平成21年度 八雲牛は、『有機畜産物JAS認証』を取得しました。

八雲牛ギフトセットA
3,500円
・コンビーフ：1缶
・ビーフカレー：2パック
・ビーフシチュー：2パック
・ハンバーグ：2パック

化粧箱に入れてお届けいたします
早熟八雲牛

厳選
ギフトセット

八雲牛ギフトセットD
4,500円
・ビーフカレー：3パック
・ハンバーグ：3パック
・ビーフシチュー：3パック
※その他セットをご用意しております。お気軽にお声掛けください。

北里ライフショップでは、取り扱っているさまざまな商品を
ご予算に合わせてお中元セットとして販売をしています。お気軽にご相談ください。

ビーフシチュー
1パック 648円
じっくり煮込んだ
大きな野菜と赤身肉、
ビーフシチュー本来の
おいしさをお楽しみください。

草熟北里八雲牛カレー
1パック 540円
老舗レストラン『五島軒』が
地元食材を活かし
じっくりと煮込んで仕上げた
特製ビーフカレー。

レトルトハンバーグ
1パック 400円
デミグラスソースが
抜群に美味しい。
ハンバーグパスタに
してもグッド！

コンビーフ
1箱（3缶）1,500円
1缶 500円
野菜と一緒に炒めて、
お肉のおいしさを
堪能してください。

北里ブランド早熟八雲牛商品ラインナップ

安心・安全・ヘルシー『北里ブランド早熟八雲牛』

営業部から皆様へ

大人気
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事務部　中村 浩

住民税について

マ
イ・ブ
ー
ム

息子たち２人も中学生となり、一緒
にお出かけしてくれるうちにできるだ
け行かねば……　と焦るお父さん。そ
んな日々を過ごしています。
最近のお出かけは青木ヶ原樹海の

富士風穴探検で、これが中々の冒険
だったのでご紹介したいと思います。
富士山の樹海で遭難騒ぎを起こし

てはマズいと思い、素直にネットを検
索。冨士エコツアー・サービスという

会社のツアーに参加することにしまし
た。ガイドさんに樹海の成り立ちなど
を解説してもらいながら数時間の散策。
3つほど風穴探検をしますが、最後に
入った『富士風穴』は圧巻でした。洞窟
に一歩踏み込むと空気はヒンヤリ、数
分進むだけで辺りは漆黒の闇と氷の
世界。試しに懐中電灯を消してみると、
自分の手すら見えない真の闇。ザイル
を伝い氷の上を滑り降り、氷柱のある

最深部まで約100m！　いま思うとよ
く帰って来られたと思います。数日は
体中が筋肉痛で、我が家にとっては大
冒険となりました。

環境施設部 環境一課  主任　水澤壮吉
最近のお出かけは「洞窟探検」
My Boom

5月分の給与明細の中に平成29年度の住民税の決定通知書を封入しました。
この住民税とはどんなものなのかを少しご案内したいと思います。

住民税とは
どんな税金？

主に『所得割』と
『均等割』がある

1月1日現在の
住民地が
課税する

納税方法は？

住民税は地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうという性格を
もっている税金で、一般的には『市町村民税』と『都道府県民税』の総称が住民税で
す。また、住民税には個人に課す『個人住民税』と,、法人に課す『法人住民税』があり
ます。

個人住民税にはいくつか種類があり、通常は次の2つを合算して納めます。
①所得割：前年の所得金額に応じて課税される
②均等割：所得金額にかかわらず定額で課税される

私たち従業員は、『特別徴収』といって、その年の6月から翌年の5月までの12回に
分けて給与から天引きされ、会社が本人に代わって納めます。また、昨年12月以降
入社の方は、『普通徴収』といって市から直接納付書が送られ、金融機関等の窓口
で納めることになります。ご希望があれば、特別徴収に切り替えできますので、事務
部までご連絡ください。

住民税は1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所
得に対して課税されます。そのため1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に納付しなければなりません。この場合には、そ
の年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。
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北里ライフサービスで働く
仲間たちの業務内容や

日頃の頑張りをご紹介します

検査部門受付

検査部門には、放射線総合受付、CT・MRI受付、
核医学受付、放射線治療科受付、フィルム管理、生理
受付、中央採血受付、検体受付、輸血受付、内視鏡
受付、病院病理部、救急外来と12の受付があり、計
25名の人員で日々業務を行っています。
各受付はそれぞれの特徴がありますが、共通する
点は専門知識が必要であることです。それぞれに
合った知識をもっていないと正しい判断ができない
事が多々あります。今回はいくつかピックアップして、
受付業務を紹介します。
まず中央採血受付です。新病院オープンから、検
体の容器渡しと受け取りを行っています。尿・便・たん
の検査でも数種類の容器があり、また本数も違いま
す。オーダー内容を確認し、容器・オーダーの項目を
間違わないよう何度も確認します。受付業務のス
テータスに『受済』はなく『未受・実施済』のみのため、
間違って受け付けすると各診療科に迷惑をかけるこ
とになってしまいます。

次に放射線治療科です。ここは検査と診察の両方
を兼ね備えています。病気のところに放射線を照射
し、その後体調や照射部分の変化を医師が診察しま
す。治療する患者さんは、土日祝日以外は毎日照射
します。一回でも休むと効果が減ってしまうためです。
患者さんの心のつらさ、病気への恐怖、治したいと思
う気持ちを感じて受け付けをしています。
今回の紹介は以上ですが、検査部門で知りたい事
等ありましたら、各受付へ連絡して質問してください。
専門知識豊かな受付がお答えします。

人材部 人材一課  主任　鈴木 律

お仕事拝見

私たち救急外来事務当直は6人のメンバーが2人1
組となり、3日間（当直入り、当直明け、休み）を繰り
返して勤務しています。勤務時間は16：30から8：30
までとなってますので、日勤の皆さまとはほとんど関
わることがないので寂しいです。
主な業務は、電話対応、患者受付（一般、三次）入
院手続きで、その他、付添寝具の貸出や診断書の処
理などを行っています。
日々忙しい救急ですが、忙しい時にあちこちから声
をかけられると、かかる負担が大きくなります。負担
を減らすために、常に情報を共有し、迅速な対応を心

掛けています。
また、患者様を待たせずテキパキと仕事を行う事も
大切ですが、事務的になりすぎて笑顔や気配りを忘
れないように気を付けています。
そして、患者さんだけでなく、医師や看護師にも信
頼されるような、機転や気配りができる対応を心掛
けていきたいと思います。

人材部 人材一課　山野峰照

救命救急当直の仕事



編集後記
ライフスマイル夏号をお届けします。今号から編集を事務部で行うようにしました。メンバーは、永山、中村、森の3名です。
皆さまからの情報提供は引き続き受け付けておりますので、お気軽に声を掛けてください。いろいろと体制も変わり、この先
の変化が楽しみな状況になってきました。くれぐれも体調には気を付けて、暑い夏を乗り切りましょう！

ライフスマイル編集長  永山乃丸
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●人材部の昇任について
　平成29年6月1日付で、遠山 豊さんが次長に昇任、
深谷洋明さんが課長に昇任となりました。人材部の
部門長は遠山次長となりますので、よろしくお願いし
ます。
●熱中症に注意しましょう
　今年は早いうちから暑くなっています。7月は夏本

番です。暑いところで作業する方はもちろん、屋内で
も熱中症の可能性がありますので、充分注意しましょ
う。水やスポーツドリンクで水分補給をお忘れなく。
●ストレスチェック実施
　昨年から始まったストレスチェック、年に一度行う
ようになっています。今年も同様に実施しますので、
お知らせなどをチェックしてください。

事務部からのお知らせInformation

現在の従業員数
平成29年7月1日現在の人員構成をお知らせします。

事務部  1 4 2 　 　 　 　 　  5 2 7

営業部  　 11 5 1  　 　 4 8 16 13 29

 環境一課 　 29 48 4 13 　 　 24 38 57 99 156

　 環境二課 　 4 12 　 1 　 　 9 5 13 18 31

　 環境三課 　 3 1 3 1 　 　 1  7 2 9

　 環境四課 　 1 1 　 　 　 　 　 　 1 1 2

人材部 人材一課 　 18 189 　 4 　 5  16 18 214 232

　 人材二課 　 　 20 　 3 　 　 　 　1 　 24 24

　 人材三課 　 　 12 　 　 　 1 　 　 　 13 13

   計  1 70 294 8 22  6 38 68 117 390 503

社員 嘱託 契約社員 パート 計
部門 部課 役員      総計

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

環
境
施
設
部

私
の
故
郷

My 
Home 
Town 人材部 人材一課  グループリーダー　小松京子

私が生まれ育った江差 北海道 檜山郡江差町

私の故郷、北海道の江差町を紹介
します。江差は函館から車で90分程
の所にあり、『江差追分』が有名です。
青い日本海に翼を広げて浮かぶ江
差のシンボル『かもめ島』は,、毎年7
月に道内でも数少ない海の祭典が
豊かな自然の中で繰り広げられます。
小さい島ながら海岸から人工の道を

通って渡ることができ、ちょっとフラ
ンスの『モン・サン・ミシェル』の様で
は？　潮風が吹き渡り、かもめたち
が飛びかい、楽しく散策することが
できるスポットです。
残念ながらJR江差線は廃線となっ

てしまいましたが、一度訪れてみて
はいかがでしょう。

廃線になる前のJR江差線


