特定処遇改善加算で「経験・技能のある職員」を設定しない申請も
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・ 日に開催する第

回定期全国

労働相談は急増！
９月

り返り︑論議のもとに新たな方針を確立し

み︑共感を広げてきた１年︒その活動を振

増員と賃金の引き上げをめざしてとりく

大会が迫ってきました︒福祉職員の大幅な
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ます︒１面で２０１９年度運動方針案の特

での大幅増員・賃金引き
上げ﹂の世論化をめざし︑
国会請願署名を手に宣伝

リーダー会議

で課長が法人運

営会議の報告を

した︒内容は︑

具体的な改善を迫るかが

場実態をどう突きつけ︑

ったことにできない﹂現

した︒これを教訓に
﹁なか

踏み込んだ認識を示しま

り厳しい労働環境だ﹂と

分会と地方組織で自分た

ン ペ ー ン は︑
﹁すべての

訓に学んでいくことが大

した広島支部の経験と教

新たな分会を続けて結成

それでも︑労働相談から

ことができていません︒

を分会結成に結びつける

い状況で︑それらの多く

的な動きにつなげられな

相談など︑職場内で集団

ます︒しかし︑一人での

いほど大きく高まってい

への期待はこれまでにな

なっていて︑福祉保育労

談が前年比でほぼ２倍に

本部に寄せられる労働相

政機関出身の施設長には︑

要はない﹂と繰り返す︒行

いので︑組合と協議する必

い︒就業規則の変更でもな

法 人 は﹁ 不 利 益 は 生 じ な

見収集などをおこなった︒

年収計算や未加入職員の意

を法人に申し入れ︑同時に

協議の上︑決定すること﹂

・労働条件の変更は組合と

行 委 員 会 を 招 集 し︑﹁ 賃 金

ていた分会役員は即座に執

・労働条件の変更︒出席し

給に上乗せするなど︑賃金

与を廃止して時

パート職員の賞

課題となっています︒

っせい行動﹂をおこない

ちの目標を決め︑みんな

して﹁ストを含む全国い

地方組織でス

入ったほか︑就労中のワ

組織で３３４人がストに

ト権が確立され︑９地方

う﹂という新たなよびか

体の１割増を達成しよ

の力でやりきることで全

勢︵７月１日時点の組合

残念ながら︑７・１現

切です︒

分会は労働委員会にあっせ

簡単に伝わらない︒結局︑

分会の要求も労働組合法も

ました︒

ッペンの着用なども含め

んを申請︒その後の団交で

日︑３

すべての職場から２月

員数︶は前年比減となり

﹁今後は組合と協議する﹂

月

中の産別統一要求の提

けでとりくまれました︒

ました︒経済的な困難さ

行動を展開し︑共感を広

央行動を配置し︑厚生労

て︑多くのなかまが立ち

北海道・山形・宮城・栃

議員要請行動などをおこ

引き出しをめざし︑経営

押し出して

月７日︑５月 日には中

働省・内閣府との交渉や

出︑３月 日までの回答

上がりました︒
ないました︒交渉では︑

げを勝ち取った︒当たり前

という言葉を施設長から引

の対応かもしれないが︑ど

き出し︑すべてのパート職

１年間の活動と新たな

れだけの分会でできるか︒

や労働環境の厳しさなど

に最大限の努力を求めま

方針案を踏まえ︑高まる

組合の機能を発揮できてい

で加入に至らないケース

した︒全国の５５６分会

期待と組合の力に確信を

るだろうか︒仲間とともに

木・福岡などで具体化と
担当部局の回答が要求と

今期は９つの分会が結

持ち︑身近なところから

実践がされ始めていま
かみ合わない状況が続い

成されましたが︑昨年の

加入をすすめていきまし

員が不利益にならないよ

のうち２２１分会︵

約半分︑例年の３分の２

考えていきたい︒ ︵岡︶

が必要です︒

程度にとどまりました︒

ょう︒

や複合的な要因での脱退
７％︶で提出され︑前年

国民春闘共闘の統一行

電話やメールなどで中央

す︒この動きを多くの地
ています︒それでも︑東

比で 分会の増となるな

動日の３月 日には︑職

・
海地本も協力してとりく

の調査結果で︑常態的な

場でのたたかいを結集し

存在を大きく

春闘期の組織拡大キャ

福祉保育労の

げました︒

高宮信一･作

う︑さらなる時給の引き上
まれた﹁あいち保育労働

不払い労働などが明らか

ど︑前進しました︒

になったことについて︑

た山場として︑３年連続

実態調査プロジェクト﹂

厚労省の担当者も﹁かな
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15

徴と課題を︑２・３面で運動の重点と当面

14

「ト、ホホホ…」

も少なくありません︒

職場闘争の推進

方組織に広げていくこと

起点とした
13

14

14

のとりくみのポイントを解説します︒

明確にした

昨年秋から﹁福祉職場

産別運動の推進
25

24

10

13

要求を

高まる期待に
応えられる組合へ

新たな方針を論議しよう

埼玉県本部・こぐま保育園分会 ﹁３・ 全国いっせい行動﹂
で大幅増員・賃金引き上げにむけてポーズもきめてアピール！

春闘を
31

第35回定期全国大会（９月14日・15日 東京）
〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
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（代）FAX 03‑5687‑2903
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体が相次いで出ている。厚労省の担当者も「労
使で話し合うことを前提に事業所の事情に応
らの加算にむけて８月に申請が始まったが、

じて加算の申請が可能であることを認めた」
格差と分断の要因と言える「経験・技能のある

（８月20日・キャリアブレイン報道）という。
職員」を設定しないことを柔軟に認める自治

組合の力で格差を生まない申請を広げよう。

2019年
９月号
第334号
全国福祉保育労働組合

高齢者介護・障害福祉職場を対象にした特

定処遇改善加算に変化が起きてきた。10月か

憲法 条を守り︑活かそう
中央行動︵日比谷野音︶
２０１８年 月 日

福島・さくら保育園分会
２０１９年３月 日

大キャンペーンでは︑地

︵宣伝や地方議会への働

った地方組織の相互支援

進し︑都道府県をまたが

確信を持ちます︒全労連

広島・福山たんぽぽ保育園
分会結成大会
２０１９年６月 日

厚労省・内閣府交渉
２０１９年５月 日

神奈川県本部 ・ 鶴見駅宣伝
２ ０ １ ９年 ３月 日

春日通り

オーラム

都営大江戸線
つくばエクスプレス
新御徒町駅

中四国ブロック主催
福祉保育労平和集会
広島

回全国保育団体

８月５日・広島市内

第

合同研究集会 愛知
８月３日〜５日
名古屋市内

切さを共有して、憲法を守る決意を確認しました。

日常活動を活性化し︑
強く大きな組織をめざそう

若い層や非正規雇用の職

方組織と職場・分会で拡

き か け︑ 団 体 交 渉 や 争

ト根絶など︑安心して働

がめざす全国一律最低賃

現を迫ります︒回答が不

組合と共闘してすすめま

東海地本の役員が具体的な提案をおこないました。

大幅に職員を増やして︑
人権を守る職場をつくろう

員には︑生活を守るワン

大・強化にむけた目標を

議︑学習・交流など︶を

すべての職場・分会か
きつづけられる労働環境

す︒処遇改善加算によっ

金制を学んで職場で共有

下げる逆提案に対して

十分であれば︑あらかじ

す︒障害者労働組合の活

29

高齢種別全国交流集会
２０１８年 月 日・ 日

きな衝撃を受けました。その後は参加者で交流し、平和の大

福祉労働者の賃金を底上げして︑
生活を守ろう

﹁集まる場﹂を︑未加入

コイン共済の加入と一体

設定し︑具体的な計画を

が︑対等の立場において

を求めていきます︒

て職場で起きている賃金

し︑
﹁最賃アクションプ

最賃学習パンフを活用
は︑労働者の合意のない

経営には回答の中で表

政府に核兵器禁止条約

動を財政的に支えるため

たたかいを︑障害者労働

の批准を求めます︒５年

していきます︒

ごとで２０２０年４月に

の賛助会への加入促進を

の早期退陣を求める国民

アメリカ・ニューヨーク

運動に結集します︒
憲法﹁改正﹂発議を許

図ります︒

保育労の組合員一人ひ

の国連本部で開催される

労働法令違反や︑さま

と り の﹁ た た か う 姿
勢﹂が問われているの
ではないだろうか︒重

た。今でも数多くの白骨が似島に眠っているという話に、大
んできたことを世話人の蓑輪明子・名城大学准教授が報告。

憲法に基づく政治に転換させ︑
平和な社会を築こう
者が組合を
﹁ 知 る ﹂機 会︑

ことを意識づけます︒活

つくって実践し︑目標の

決定すべき﹂という労働

することを徹底し︑最大

ら産別統一要求書を提出

格差と職員間の分断の実

ラン﹂運動に結集して︑

度改善と十分な予算措置
して︑最賃１５００円の
不利益変更はできないこ

明することを求め︑利用

め配置する﹁ストを含む

そのために必要な福祉

ざまなハラスメントが
放置されていては︑組
合への信頼は得られな

度障害者の参議院議員
が誕生したことで︑障
害者の社会参加につい
ての議論が巻き起こっ

きやすい職場」では、愛知県内で保育労働実態調査にとりく

ポポ イイ ンン トト １
組合員が組合を﹁語る﹂
的にすすめます︒

動が困難な分会には地方

地方協議会を結成・推

機会にして加入を働きか

職場・分会の活動を活性

組織が活性化へ指導・援

けます︒春闘期の組織拡

福祉保育労の運動に加

要求への共感と協力を求

化させ︑未加入の職員に

要求実現のために︑
なかまを増やして力をつける
わるなかまを大きく増や

限の努力を引き出し︑実

して︑﹁大幅増員と賃金引

現不可能との回答には根

すすめていきます︒

定締結状況調査や春闘要

達成をめざします︒特に

求アンケートにとりくみ
拠を明らかにさせます︒

助をおこないます︒

ます︒調査結果などをも
活動困難な職場・分会に

め︑なかまに迎え入れる

き上げ﹂を実現させます︒

ポポ イイ ンン トト ２
とに︑宣伝や地方議会へ
は地方組織として指導・
援助をおこないます︒

の意見書採択運動︑自治
体要請などを展開して︑

協

基準法第２条を尊重する

経営の責任で労働法令

されている実態を可視化

用者・家族の人権が侵害

協約化を図ります︒

大幅増員の必要性を可視
大幅増員の必要性が社

し て い き ま す︒﹁ 労 働 条

職場で職員を大幅に増やし︑
法令遵守を徹底させる
会的に認知されていない

件 は︑ 労 働 者 と 使 用 者

態を明らかにし︑厚生労

違反の一掃︑ハラスメン

現状を打開するために︑

働省に報酬や公定価格の
請願署名を推進します︒

化します︒

福祉労働者の働き方や利

ポポ イイ ンン トト ３

基本部分の引き上げを迫

困難な場合は︑経営状況
が必要﹂と経営に表明さ
実現が福祉労働者の賃金

福祉労働者の
賃金水準の底上げをめざす
春闘要求アンケートを
を含む客観性のある根拠
せ︑３月の中央行動で政
とを明確にさせます︒

賃金・労働条件を引き

もとに練り上げた産別統
の 説 明 を 求 め ま す︒﹁ 統
底上げにつながることに

る根拠とします︒

一要求水準でのベースア
府にその実現を迫りま

者・家族にはメッセージ

全国いっせい行動﹂で政

束ねて中央行動で国に実

族︑地域住民の声として

者︑経営者︑利用者・家

春闘期には福祉労働

一要求の実現には国の制

日に︑院内学習︑議員

どにとりくみます︒ 月

ップを迫ります︒実現が

ポポ イイ ンン トト ４
要請などをおこなう中央

を寄せてもらうなどし

行動を配置します︒

月に設定される﹁社会保

府の姿勢を告発し︑怒り

産別運動を強化し︑福祉労働者と

に国会請願署名への協力

の世論を広げることで要

利用者・家族の両方の人権を守る
秋季年末闘争期に﹁大
て︑大幅増員を求める声

求実現を迫ります︒

を集め︑３月の中央行動

ＮＰＴ︵核不拡散条約︶

障強化月間﹂では︑地方

で政府に突きつけます︒

再検討会議にあわせた要

組織が関係団体と共同し

方・中央で積極的に関わ

請団への代表派遣をおこ

筆以上を目標に

っていきます︒衆議院の

を申し入れるなど︑組合

て集会や宣伝︑学習会な

解散総選挙の可能性を受

員一人
月・

労働者の賃金・労働条

障害者の労働権を守る

ないます︒

幅増員・賃金引き上げ﹂

とりくみます︒

する相談が増えてい

件の向上﹂をめざして

としての選挙方針を議論

けて︑早急に福祉保育労

の必要性を可視化させて
いきます︒利用者・家族

れる社会を築きます︒平

ひとりの人権が大切にさ

る︒職場を辞めること

活動していることを︑

い︒労働者の切実な願
いを要求書として経営
にぶつけなければ︑労

ている︒組合のたたか
う姿を職場でも地域で
も﹁見える化﹂して︑
労働組合の存在意義に
ついての議論を巻き起

から被害の島としての「似島」の歴史がリアルに語られまし

■大江戸線・つくばエクスプレス線
新御徒町駅「A１」出口 徒歩２分

〒110‑0015
東京都台東区東上野１‑26‑２

となった戦争の加害の島として、原爆投下後は救護所の役割
た、開会地企画分科会「動き出す！処遇改善、めざそう！働

■JR山手線・京浜東北線
御徒町駅北口 徒歩８分
「保育者の処遇改善と保育内容の向上」を担当しました。ま

場
似島から学ぶ〜」と題して、元似島小学校教師の仁方越（に

東京・御徒町
オーラム 地下２階
かたごし）郁夫さんから、明治時代から検疫所や捕虜収容所

●とみん銀行

会
ロックから48人が参加しました。講演は「廣島とヒロシマ〜
相談コーナーを設置し、加入リーフなどを配りました。

●

ちわを3000本配布し、猛暑のなかで好評でした。会場に労働

●４日(祝・月) 保育大集会
（日比谷野音）
●10日(日) 全労連全国介護学習交流集会
（東京）
●16日(土) 障害種別・重症児部会交流集会
（〜17日 福岡）
●30日(土) 福祉保育労19春闘討論集会予定
（〜12月１日 東京）

４日の分科会では、今年も自治労連といっしょに22分科会

朝日信金

広島市内の中広なかよし保育園を会場に開催し、中四国ブ
にの しま

●コンビニ

９月14日（土）11：00〜
15日（日）16：00
（予定）
初日に福祉保育労保育種別協議会は、福祉保育労の宣伝う

11月

51

８月６日の前日に平和への思いをあらためて
深めあって

大会日程
昭和通り
●三菱UFJ

in

●25日(金)

静岡・静岡たんぽぽ分会
２０１９年３月 日

山形・たんぽぽ分会
︵とちの実保育園︶
２０１９年３月 日

ポポ イイ ンン トト ５

人権保障をになう産業

この一年間に︑福祉

を選択せずに︑職場に

さない市民運動に︑各地

人権を守る土台となる
平和と民主主義を壊させない
別労働組合として︑その

保育労に寄せられた労

留まって働きやすい環

和や民主主義を破壊する

働相談は２００件を大

熱く語って納得と共感

基盤となる平和な社会︑

きく上回る︒ハラスメ
境をつくりたいという

を 得 る︒ そ の た め に

政治をすすめる安倍政権

ントや労働法令違反に
相談者の期待に︑私た

は︑職場や地域で組合

民主主義が守られ︑一人

関する内容に次いで︑
ちは応えられているだ

働環境は改善できな
い︒経営の一方的な賃

こそう︒
たたかうなかまを増
やして︑人権保障を担
う福祉労働者の大幅な
増員や賃金引き上げを
実現させよう︒

10月

宣伝うちわは定着して「今年もありがとう」
などの反響が

N

JR山手線・京浜東北線
御徒町

●17日(木)

憲法・いのち・社会保障まも
る国民集会
（日比谷野音）
第15回全国児童養護施設職員
等の学習交流集会
（〜26日 東京）
福祉保育労中央行動予定
●28日(月)

保育大集会（日比谷野音） 2018年11月13日

in

福祉保育労第35回定期全国大会
（〜15日 東京）
●14日(土)

10

10

組合の加入・結成に関

組合の力で労働環境や

金・労働条件の切り下
げに安易な妥協はしな
いという覚悟と構えを
持たなくては︑労働者
の権利は守れない︒
今︑あらためて福祉

17

28

第35回定期全国大会
群馬・組合員の車でもアピール
２０１９年３月 日

11

25

組合のたたかう姿を﹁見える化﹂しよう

地域の福祉を改善でき

の活動が見えること︑

職場の組合未加入者

るという事実を積み上

ろうか︒

や︑地域の福祉職場で

げることが必要だ︒
組合のある職場で︑

働いている労働者に︑

もなかまに﹂と声をか

休憩がとれない・サー

確信を持って﹁あなた

け る︒
﹁国民の権利と

ビス残業があるなどの

画・ニムラ
案・タミヤ

10

20

24

14
18
大阪地本・福保労フェスタ 2019年６月22日

運動方針案の
ポイント
しての福祉の実現と︑

11

14

14

14

36

９月14日・15日（東京）
25

14

②
2019年９月号

福祉のなかま
第334号

③

９月

2019年９月号
１５０人近くを束ねる

分会執行委員長として奮

闘中です︒慢性的な人手

不足と勤務制限のある職

員が増えてきたことで夜

勤者の負担が大きくなっ

てきました︒昨年の秋闘

で人材確保と手当増額を

要求し︑理事会も共通の

認識として確認できまし

た︒その結果︑人材確保

力
ラ

チカ

福祉のなかま

のとりくみの進捗状況が

組合

見えるようになり︑夜勤

！

い
伝えたの

手当の２０００円の増額

も勝ち取りました︒

第334号

Myメッセージ

利用者の笑顔とご家族の言葉を支えに
みんなで職場と制度を変えていこう

みつる

髙橋

満さん

宮城支部・宮城野の里分会 分会長

組合の力で不当解雇の撤回を！
東京地本・東京都手話通訳派遣協会分会 安田

育子さん
「福祉のなかま」を毎号楽しませていただ
いています。現在入院中で休職しています。
６月号の「伝えたい！組合の力」での不当解
雇の記事を読み、立場こそ異なりますが、職
場から離れるさみしさがわかります。解雇に
なるなんて…。組合の力に期待！

解雇撤回へ
たたかうがんばりを応援します
それでも人手不足は深

刻で︑心身も疲弊するな

か︑良い介護がしたいと

いう職員の願いに応えよ

改善をすすめています︒

うと︑さらに労働環境の

ま た︑﹁ 介 護 保 険 制 度 の

改善を求める運動を全国

⑮⁝⁝貝︒⁝⁝吹き
⑯古い⁝⁝ぶき屋根の家
⑰イノシシの子
⑲⁝⁝足配線は危険
⑳ほっそりした体型
㉒日曜日の次
㉕ステッキ
㉖これを上げて出航だ
㉗頭割りで支払います

■ タテのカギ
12

東京地本・多摩同胞会分会 辻村 純子さん
勇気を出して不正を告発したのに不当解雇
に。職場復帰をめざしてたたかっている加藤
さん、そして加藤さんを支えている組合のみ
なさんの活動に力をもらいました。

編集部より
2019年６月号「伝えたい！組合の力」で、
滋賀支部・加藤佳孝さんの不当解雇の撤回を
求める争議を取り上げ、多くの反響をいただ
きました。６月に和解を結び、最終的に職場
に戻る選択はしなかったものの、解雇の不当
性と職場復帰を認めさせて解決することがで
きました。ご支援ありがとうございました。

おわび
と訂正

⑱親分︒サル山の⁝⁝
⑲手紙・音信のことです
㉑何の関係もありません
㉓有名な劇作家︑⁝⁝こう
へい
㉔ナス形の東洋の弦楽器

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、ハガキかＦＡＸ、メ
ールで送付ください（地方組織・分会、氏名、住
所明記）
。紙面やホームページ等に掲載させてい
ただくことがありますので、ご了承ください。
締切▶10月15日
発表▶2019年11月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

祥子さん
「伝えたい！組合の力」を読んで、内部告
発による不当解雇に対する加藤さんの行動力
とがんばりに、敬意をこめて応援します。利
用者のことを考え、よい福祉の提供をめざし
ている労働者が理不尽な行為にあっているこ
とに腹立たしく思います。

解雇撤回のたたかいに力をもらった

３３２号︵２０１９年６月
号︶の答えと当選者
３３２号の答えは︑﹁レイ
ンコート﹂
でした︒
応募は
人で︑抽選により次の方々
に図書カードを送ります︒
辻村 純子さん
︵東京地本・多摩同胞会分会︶
栗ばあばさん
︵京都府在住・匿名希望︶
宮井 保代さん
︵大阪地本・コスモス分会︶
伊藤 洋子さん
︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶
肥後 慎一さん
︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶

応 募 方 法

の仲間とともにとりくみ

Ｆ

︻解き方︼二重ワクの文字
を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで
きる言葉はなに？

Ｅ

①ケチャップの原料の野菜
②ウサギが見てはねる月
③利息のことです
④カメやカニにあります
⑤干して食べる⁝⁝柿
⑥北極海地方の凍土原野
⑨小 指 と 小 指 を か ら ま せ
て︑⁝⁝げんまん
⑪浴室︒⁝⁝敷
⑭一方⁝⁝︒右側⁝⁝
⑮法学者・弁護士・裁判官
など
⑯英語ではウエルカム

Ｄ

たい﹂と強調します︒

■ヨコのカギ

①外出時の心得
④１人用など独占できる部
屋
⑦不快で⁝⁝をひそめる
⑧９月 日は⁝⁝の日
⑩ 冷奴にしたり︑みそ汁に
入れたり
⑫ちらし︒⁝⁝くばり
⑬ ならずもの︒漢字で破落
戸と書きます

答え

Ｃ

特別養護老人ホームで

て︑﹁ 一 人 で 業 務 に あ た

ユニットリーダー とし

る時間が多いなか︑利用

者さんの過ごしたいよう

に過ごせるケアを大事に

している﹂と言います︒

笑顔が見られることや

﹁あなたがいないと寂し

いんだ﹂ と言われたこ

と︑以前にショートステ

イを担当していた時にご

家 族 か ら﹁
︵利用者に︶

どんだけ気に入られてる

んだか﹂と笑顔でかけら

れた言葉がやりがいにつ

ながっていると語ってく

れました︒
︻構成 編集部︼

︻ストレス解消法︼
組合を通じて仲良くな
った人たちと不定期で
﹁満会﹂を開催︒
Ｂ

紙面を読んで

大阪地本・大阪福祉事業財団分会 桑原

23

A

④

「福祉のなかま」2019年７・８月号の２・
３面の社研集会特集の写真に添えた説明は誤
りで、
「前回 2016 年５月（北海道）以来、３
年ぶりの開催となりました」が正しい表記で
す。おわびして訂正させていただきます。

「年 金 共 済」
年に２回の加入のチャンス!!
締切
月
日共済会必着

将来のために
はじめてみませんか？

15

公的年金の不安を
組合の共済でカバー
「年金不安」問題が連日報道され、私
たちの老後の不安が大きく広がりまし
た。平均寿命も過去最長となった現在、
私たちの退職後の生活を守るために、年
金共済の加入をおすすめします。
また、年金共済は年末調整時の所得税
・住民税の控除対象にもなるので、現在
の節税対策にもなります。

入

年金共済

老後に実感、保育士の
賃金と年金の低さ

11

組合の
年金共済におまかせ

った!!
か
良
ってて

加入申込書、
パンフレットのお申込みは共済会まで
制度の紹介（※）
月々5000円から自由に掛金設定ができます。
受取開始年齢は一定期間後、自由に決められ
ます。
個人年金保険料控除対象となるＡコース、生
命保険料控除対象となるＢコースがありま
す。
加入から一定期間は元本割れしますが、長期
的にはよりよく生活を支えることをめざして
運用されています。実績や予定利率を、ぜひ
パンフレットで確認してください。
※各事項の詳細等については年金共済のパンフ
レットを必ずご確認ください。

65 歳になって年金の受給が始まった
ら、こんなに少ないのだと現実を思い知
らされました。
45年間働き続けて、年金をかけ続けて
も月額15万円弱。保育士の給与ってやっ
ぱり安いのだと実感したのです。
だから、年金共済に入っていてホント
によかったです。途中、子どもの教育費
がかさんで引き落としができない時期も
ありましたが、その際も担当の方が親切
に対応してくださって
何とか続けることがで
きました。今はおかげ
で助かっています。
（宮城・Ｔさん）

