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町内交通事故・火災発生状況
（令和２年12月１日現在）

令和２年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 14件 △13

負傷者数 17人 △15

死 者 数 １人 △１

火 災

建 物 ２件 ０

林 野 ０件 ０

そ の 他 ０件 △４

負傷者数 ０人 △１

火災などの問い合わせは…☎22-2999

納税

納期限：２月１日㊊
・町県民税（４期）
・国民健康保険税（７期）
・後期高齢者医療保険料（10期）
・介護保険料（７期）

◆ 富来領家町の石原   裕 様より、亡父
　の供養として福祉向上に役立ててと
　　　　　　　　　　　　300,000円

問 志賀町社会福祉協議会  ☎42-2545
問 志賀町社会福祉協議会 志賀支所
　　　　　　　　　　☎32-5003

善意の花善意の花

・新築住宅を取得
　した人に奨励金
・空き家を取得し
　リフォームした
　人に助成金
・民間賃貸の
　家賃助成

最高
月額２万円！

最高

100万円！

最高

170万円！

問 企画財政課 ふるさと創生室
　 ☎ 32-9301

志賀町に移住した人へ

お知らせお知らせ

ふるさと就業促進奨励金

　志賀町へＵターン・Ｉターンした
人に対して奨励金を交付します。

【Ｕターン者】　　　20 万円！
【Ｉターン者】　　　20 万円！
【新規学卒者】　         10 万円！
※就業の日から１年経過後から３カ月
以内に申請が必要です。

※転勤など一時的な就業および公務員
　は対象となりません。
※18歳以上60歳未満が対象になります。

 

有　

料　

広　

告　

欄

母子家庭等就業支援講習会

　ひとり親家庭の父、母、寡婦を対象
として、講習会を開催します。ただし、
金沢市に在住の人は除きます。

○ 英語（接客表現）講習会
　◆ 期　間　１月31日～３月７日の
　　　　　　日曜日に５回
　◆ 時　間　9 :30 ～ 15:30　計25時間

○ 医療事務作業補助講習会
　◆ 条　件　医療事務講習会修了者、
　　　　　　 医療事務職として６カ月
　　　　　　 従事経験のある人
　◆ 期　間　２月14日～３月14日の
　　　　　　日曜日に４回
　◆ 時　間　9 :30 ～ 15:30　計20時間

  いずれも
　◆ 会　場　母子・父子福祉センター
　　　　　 　（石川県女性センター５階）
　◆ 申込期日　１月15日㊎  必着

　　 （公財）石川県母子寡婦福祉連合会
　　☎ 076-264-0503
  〒920-0861 金沢市三社町１番44号　
　　石川県女性センター５階

問申

　福祉、介護の仕事についてのセミナー
を開催します、またその仕事内容につ
いての質問、相談などにも応じる個別
相談会も開催します。相談会だけの参
加も可能です。（事前予約不要）
◆ 日　時　１月14日㊍　
　　セミナー  10：00 ～ 10：45
　　個別相談  10：50 ～ 11：30
◆ 場　所　ハローワーク羽咋
　　　　　　羽咋市南中央町キ105-6

※マスクの着用をお願いします
※体調がすぐれない人はご遠慮ください
※セミナー参加者は５分前までに来てく
　ださい

問 石川福祉の仕事マッチングサポートセンター
　☎ 076-234-1151

 福祉・介護の仕事セミナー
と個別相談

◆ 募集学科（定員）
　普通課程 生産設備保全課（１年）
　普通課程 自動車整備課（２年）
◆ 応募資格
　高等学校卒業または卒業見込みの人
　で、おおむね35歳までの人
◆ 申込期限　１月22日（金）
◆ 選 考 日　２月５日（金）
◆ 合格発表　２月12日（金）

問 石川県立七尾産業技術専門校
　☎ 0767-52-3159

 石川県立七尾産業技術専門校
令和３年度訓練生追加募集
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志賀町華道協会華
は な

だより

素材 : 
　松
　蘭
　寒桜

 坂本　友枝 【 草 月 】

令和３年度 国有林モニター募集

 ◆ 任　期　令和３年４月１日～令和４年３月31日
 ◆ 目　的　国有林の事業運営などについて、国民の
　　　　　  理解を深めるとともに、意見、要望を聞
　　　　　  き、国有林行政に反映させるため
 ◆ 対　象　石川県内に住み、森林・林業および国有
　　　　　  林に関心のある人
　　　　　　※国会および地方議会の議員、地方公
　　　　　　　共団体の長、常勤の国家公務員、平
　　　　　　　成30年度から令和２年度まで、３年
　　　　　　　間連続して国有林モニターを務めた
　　　　　　　人は応募できません
 ◆ 申込期限　令和３年２月１日㊊

　　詳しくは

問 近畿中国森林管理局　総務企画部　企画調整課
　 林政推進係  ☎ 06-6881-3401

志賀町土地改良区からのお願い

　次のような場合は、届け出が必要となりますので土
地改良区まで連絡してください。届け出がなければそ
のまま賦課されますのでご注意ください。

◆ 組合員および住所の変更・農地の移動
　•組合員が死亡した場合
　•住所を変更した場合
　•農地を売買、贈与、交換、相続、相続放棄、耕作の
　移動などをした場合
　※耕作の移動は、利用権が設定されている場合が対象です

 ◆ 賦課金の納入方法の変更
　•現金納入から口座振替に変更する場合
　•口座振替から現金納入に変更する場合
　•振替口座を解約した場合

 ◆ 農地を農地以外に転用
　•農地を宅地、駐車場、資材置
          き場などに変更した場合
　•公共事業など（道路、公園など）
          で農地が買収された場合
　※農地を転用する際に、転用決済金がかかる区域があります。
　　転用決済金とは、農地を転用することで、残存農地の組合
　　員に対して負担が増えないようにするためのお金です。

問 志賀町土地改良区（志賀町役場２階）
　☎ 32-3851　FAX 32-4545

近畿中国森林管理局 国有林モニター

石川県ふぐ処理資格者試験準備講習会

 ◆ 日　　時　１月26日㊋　実技    9:00~12:00
   学科 13:00~17:00

 ◆ 場　　所　金沢勤労者プラザ
　　　　　　  （金沢市北安江3-2-20）
 ◆ 受 講 料　31,000円（テキスト代含む）
 ◆ 定　　員　24人
 ◆ 申込期限　定員になり次第
 ◆ 申込方法　申込書に必要事項を記入し、受講料を
　　　　　　  添えて（公社）石川県調理師会宛に送付
　　　　　　  してください
※申込書は（公社）石川県調理師会、県薬事衛生課または最寄り
の保健福祉センターで受け取ってください
※石川県では、平成18年ふぐ条例施行により、免許制となり
ました。

問 (公社)石川県調理師会　　☎ 076-236-2012

「クリンクルはくい」の利用について

　次の４種類のごみは受け入れ出来ませんので、ご注意
ください。

【受け入れ出来ないごみ】
　１．産業廃棄物
　　　　建設業などの事業活動から発生したごみで、
　　　　木材くず、金属くず、がれき類など
　２．羽咋郡市以外で発生したごみ
　　　　処理については、発生した市町にお尋ねください。
　３．家電４品目
　　　　テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、
　　　　エアコン
　　　　電気店に問い合わせするか、郵便局で家電リサ

イクル券を取得し、指定引取場所に引き渡して
ください。

　　　　※解体・分解したものも受け入れできません。
　４．業務用の電化製品
　　　　業務用冷蔵庫やエコキュートなど一般的な小型

家電製品以外

　そのほか、消火器や車のタイヤなど上記以外にも受け
入れ出来ない物があります。

　詳しくは

問 クリンクルはくい 　☎27-1153

クリンクルはくい
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◆ 勤務条件　勤務時間週38時間45分の範囲内で勤務      
                           原則８:30 ～ 17:15（ただし、所属によっては
　　 　　　　　早出・遅出勤務、休日勤務、２交代夜勤務あり）
　　 　　　　⑮の職種は、８:15 ～ 12:00の隔日勤務（週

２～３日)　金曜日のみ、 7:15 ～ 12:00
  ※通勤手当の支給や年次有給休暇、社会保険制度あり
      （一部の職種を除く）
◆ 採用予定　令和３年４月１日
◆ 雇用期間　１年
◆ 申込期間　令和３年１月４日㊊～１月 18 日㊊ ※必着

職　種 人員 応募資格・職務内容

① 看護師 22人程度 看護師免許を有する人

② 看護補助員（ケア担当） 24人程度 患者介助、看護業務補助
（早出・遅出勤務、 休日勤務、希望する人で状況によって２交代夜勤あり）

③ 看護補助員 （書類サポート担当） 4人程度 看護業務補助、物品管理など

④ 医師事務作業補助員 17人程度 医師の指示のもとに行う事務補助
（電子カルテ操作、書類作成、患者呼込みなど）

⑤ 健診室作業補助員 １人程度 電子カルテ操作、書類作成など

⑥ 社会福祉士 １人程度 社会福祉士免許を有する人

⑦ 作業療法士 １人程度 作業療法士免許を有する人

⑧ 薬剤科業務補助員 ２人程度 薬剤師の補助、調剤の補助、薬剤管理の補助など

⑨ 中央材料室業務補助員 １人程度 医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集配送などの運搬業務

⑩ 眼科補助員 ２人程度 視力測定、視野測定など眼科検査、診療補助、事務業務補助

⑪ 臨床検査科業務補助員 ３人程度 臨床検査の補助、検体の運搬など

⑫ 厨房調理業務員 20人程度 病院厨房内での調理など（早出・遅出勤務あり）

⑬ 厨房洗浄業務員 ２人程度 病院厨房内での食器洗浄など（遅出勤務あり）

⑭ 事務補助員（医事管理室） １人程度 外来患者の呼込み、診療録の入出庫作業、消耗品管理など

⑮ 事務補助員【障がい者採用】 ２人程度 書類作成・配布、物品管理などの事務補助

⑯ 患者送迎用自動車運転手 ２人程度 普通自動車第一種免許を有する人（患者送迎、駐車場の誘導整理など）

※詳細は、公立羽咋病院ホームページをご覧ください。

◆ 試　　験　２月上旬～中旬予定（受験者に別途案内）
◆ 必要書類　履歴書（市販のもの）、写真（６カ月以内

に撮った写真を履歴書に貼付）、有資格者
は、免許証の写しを添付してください。

◆ そ の 他　給与、報酬、詳細については下記まで

公立羽咋病院　会計年度任用職員募集

問 公立羽咋病院 総務課 職員係
　　  ☎ 0767-22-3307
　　  〒925-8502　羽咋市的場町松崎24番地　

申

羽咋病院

　11月20日（金）、白山市鶴来総合文化会館クレインで県内の農業委員、農地
利用最適化推進委員ほか関係者が約400人参集して、第58回石川県農業委員
会大会が開催されました。
　農業政策に関する提案決議（案）では、農業委員を代表して井高時博 農業委
員（谷神）が議案の提案理由説明を行いました。
　また、永年勤続農業委員等表彰では、村木てる江 農業委員（仏木）が石川県
農業会議会長表彰（通算９年以上）を受けました。

問 農林水産課 農業委員会事務局　☎ 32-9290

　第58回　石川県農業委員会大会

井高時博  農業委員

村木てる江  農業委員
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志賀町職員採用候補者試験【随時】

職　種 採用予定人員 受　験　資　格

看　護　師
（富来病院） 若干名 看護師免許を有する人

◆ 試 験 日　令和３年２月３日㊌
◆ 試験会場　志賀町役場　本庁舎
◆ 試験科目　作文試験、面接試験
◆ 必要書類　
　① 受験申込書（規定用紙）
　② 身上調書（規定用紙）
　③ 写真１枚（縦４cm×横３cm）身上調書に貼付
　④ 資格免許の写し
　※ 書類①・②の交付は、志賀町総務課、富来支所、
　 町立富来病院事務室、郵便およびホームページで　
　 取り扱います。

◆ 書類提出期間　
　　令和３年１月４日㊊から１月15日㊎17:00まで(必着)

◆ 書類提出方法　
　・提出期間内に志賀町役場総務課へ提出
　・郵送の場合は、封筒の表に「職員採用試験申込書」と
　　朱書きし、簡易書留で郵送すること。

◆ その他　詳細についてはホームページまたは、下記ま
　　　　　で問い合わせください。

問 総務課 総務人事担当　☎32-9311申

志賀町では、令和３年４月１日から勤務する職員の採用候補者試験【随時】を次のとおり実施します。

◆ 職種、採用予定人員、受験資格

志賀町

漂流・漂着木造船などの情報提供について

　冬季、石川県西岸部では、朝鮮半島からのものと
思われる漂流・漂着木造船や木片が増加します。
　金沢海上保安部では、海上での監視を強化してい
ますが、もしも木造船などを見かけた場合、不用意
に近づくようなことは避け、海上保安庁まで通報し
てください。

通報先　局番なしの緊急ダイヤル「118」番
　　　　金沢海上保安部　☎ 076-266-6118

ジョブカフェ出張相談 相談無料
　就職支援のプロフェッショナル、キャリアコンサルタントが、個別相談をはじめ、応募書類の書
き方、面接対策など一人一人にあったサービスや情報を提供します。お気軽にお立ち寄りください。

開催市町 開催日 開催時間 場　所

志賀町 １月 13 日㊌ 9:30 ～ 12:30 志賀町文化ホール　２階　第 23研修室２月 17 日㊌ 14:00 ～ 17:00

中能登町
１月 13 日㊌ 14:00 ～ 17:00

中能登町社会福祉センター　２階　和室
２月 17 日㊌ 9:30 ～ 12:30

羽咋市
１月 27 日㊌ 9:30 ～ 12:30

羽咋市役所　１階　101 会議室
２月 26 日㊎ 14:00 ～ 17:00

宝達志水町
１月 27 日㊌ 14:00 ～ 17:00

さくらドーム 21　２階　第２会議室
２月 26 日㊎  9:30 ～ 12:30

対象：就職や仕事の相談を希望する学生および 35 歳未満の人
再就職を目指す女性およびコロナウイルスで雇い止めの人は年齢制限がありません

問 ジョブカフェ石川 能登サテライト　☎ 0767-53-7070

JOB
CAFE
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相談 ・ お知らせ

相 談 内 容 日　　時 場所・応対先 問い合わせ先 備　考

無料法律相談
（予約制・先着８人） １月25日㊊ 9:40 ～ 15:30 役場本庁舎

相談室
住民課
☎ 32-9121

対　象：住所が志賀町の人
相談員：國田武二郎弁護士
相談時間：１人 30分
予約先：住民課または支所

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 １月 28日㊍ 10:00～ 15:00 役場本庁舎

相談室
住民課
☎ 32-9122

就職・貸付金のことなど、
なんでも

総合相談
相談員：行政相談委員、
　　　人権擁護委員、
　　　民生委員・児童
　　　委員、司法書士、
　　　生活相談支援員

<富来地域 >
１月 12 日㊋

（司法書士：午前のみ）
10:00～ 15:00

富来行政センター 
２階 201・202
会議室

志賀町社会
福祉協議会
☎ 42-2545

日常生活の困りごとや、相談
先が分からない場合など気軽
に相談してください
※志賀地域の行政相談委員は
奇数月のみです

<志賀地域 >
１月８日㊎

（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階 21・23
会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-5003

障がい者福祉相談 １ 月 13 日㊌ 13:30～ 15:30 役場本庁舎
相談室

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

障がい者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます

こころの健康相談 １ 月 15 日㊎ 13:30～ 15:00 志賀町保健
福祉センター

能登中部保健福祉
センター

☎ 0767-53-2482

ひきこもり、うつ病、アルコール使
用障害、認知症などについて、悩み
や不安をお持ちの人、家族の相談に
専門医が応じます（相談は無料、要予約）

司法書士  月イチ
休日電話相談会 １ 月 10 日㊐ 13:00～ 16:00 当日専用ダイヤル

☎ 076-292-1088
石川県司法書士会
☎ 076-291-7070

新型コロナウイルスに起因する法律
問題について相談

自死遺族交流会
（Ｊ交流会） １月９日㊏ 14:00～ 16:00 金沢市内

(電話でお知らせします )

石川こころの健康
センター相談課
☎ 076-238-5750

自ら命を絶った人の遺族が寄り
添い互いに共感することにより
心が安らぐ時を過ごします。

要約筆記・
手話通訳の案内 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15 役場本庁舎

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

要約筆記（文字で書いて伝え
る通訳）や手話で、行政手続
きをお手伝いします

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

１月９日㊏・16日㊏
　    23日㊏・30日㊏ 9:00 ～ 12:30

住民票・戸籍・印鑑証
明などの発行・マイナ
ンバーカード交付業務

■  町長談話室　　   問 総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

１月27日㊌ 13:30 ～ 15:00 役場本庁舎

※都合により開設できない場合や、開始時刻および終了時刻が変更
となる場合がありますので、事前にご確認ください。

カセットボンベ・スプレー缶のごみ出しについてカセットボンベ・スプレー缶のごみ出しについて
　最近県内で、ごみの収集作業中の車両火災が多発しています。引火性のガスに
よる発火が原因と思われます。カセットボンベ、スプレー缶などは、必ず最後ま
で使い切り、穴をあけ完全にガスを抜いてから、燃えないごみに出してください。

１. ガス抜きをするときは、必ず火気のない風通しの良い屋外で行い、完全にガスが無くなるま
で噴射してください。

２. 缶に穴をあけるときは、ガス抜きが完全に終わったことを確認して、製品に記載されている
注意書きに従って行ってください。くぎや金づちを使って穴をあけると火花が発生して引火爆
発の恐れがあります。専用器具などを使ってください。

３. 可燃性ガスは空気より重い性質があり、拡散しづらいため、ガス抜き、穴をあけた場所付近
では、火気による引火に注意してください。

【 スプレー缶などを廃棄するとき 】

問 環境安全課　☎ 32-9321
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　※対象：65 歳以上の人　志　以外は入館料が必要です
教室名 内　容 実施日 時　間 場　所

ほがらか教室 ストレッチ
筋力強化運動

１月14日㊍
１月28日㊍ 10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健康講話
軽体操

１月６日㊌
１月13日㊌
１月20日㊌

10:00 ～ 11:30 シルバーハウス

ニコニコ教室 ストレッチ
筋力強化運動

１月15日㊎
１月22日㊎
１月29日㊎

10:00 ～ 11:30 と

いきいき
貯筋倶楽部

いきいき
百歳体操

毎週火曜日
13:30 ～ 14:30

志
毎週月曜日 と
毎週水曜日 10:00 ～ 10:30 やすらぎ荘
毎週金曜日 9:40 ～ 10:10 シルバーハウス

介　護・
もの忘れ相談

本人やご家族からの
相談に専門職が応じ
ます（要予約）

毎週水曜日 時間と場所はご相談に応じます。
（自宅に伺うこともできます）

問 地域包括支援センター　☎32-9132介護予防介護予防

 志賀町保健福祉センター　☎32-0339問申

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によって日程が変更となる場合があります。
※発熱や風邪症状がないことを確認して､ マスクを着用して来てください。発熱症状がある場合は控えてください。

健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

３歳児健診 １月14日㊍ 平成29年６～７月生まれ
志

４カ月児健診 １月28日㊍ 令和２年９月生まれ

※詳細は「健診案内」( 個別に送付 ) をご覧ください。

【受付時間】３歳児健診 13:00 ～ 14:00
４カ月児健診 13:15 ～ 14:00

《実施会場》

志：志賀町保健福祉センター　富：富来保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　    と：とぎ地域福祉センター

すくすく子育てすくすく子育て
内　容 実施日 時　間 対　象 備　　考 場所

すくすく
子育て相談

１月14日㊍
15:00 ～ 15:30

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

事前に相談内容を連絡してください
志１月28日㊍

ゆう遊クラブ
１月12日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

「リフレッシュコンサート」

１月26日㊋ 「朝ごはんを食べよう」 富

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 12日㊋、15日㊎はありません

志

モグモグ教室 １月19日㊋ 10:00 ～ 12:00 離乳期のお子さんがいる人
事前に保健福祉センターへ申し込みください
調理・試食はありません

ぷちゆう遊クラブ
（ファーストサイン教室） １月15日㊎

10:30 ～ 11:30
※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

生後８カ月～１歳半ごろ
までのお子さん 事前に保健福祉センターへ申し込みください

遊びの教室 １月18日㊊ 9:30 ～ 11:30 お子さんの発達に不安を感じている人

　※事前に予約、連絡が必要です。

健 康 相 談健 康 相 談

内　容 実施日 備　考 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日 健診結果、血液検査結果持参
志

こころの健康相談 １月15日㊎ １週間前までに予約してください

【開催時間】いきいき健康相談 10:00 ～ 11:30
こころの健康相談 13:00 ～ 14:00

運動器具体験会運動器具体験会（無料）（無料）のお知らのお知らせせ

申問 とぎ地域福祉センター　☎42-2020　　 志賀町健康福祉課内 地域包括支援センター　☎32-9132

とぎ地域福祉センター (入館料必要)に、新しく設置した運動器具の利用方法を学びましょう。
リハビリの先生から個別にアドバイスを受けるチャンスです！（先着順）
　※ 保健師による介護・もの忘れ相談会もあります。
　※ 相談会に参加される人は、健康診断や、医療機関の血液検査結果、お薬手帳を持参してください。
【 開催日時 】　受付は終了時間30分前までです
　① １月24日㊐　10:00 ～ 11:30　　　② １月31日㊐　10:00 ～ 11:30
　③ ２月21日㊐　13:30 ～ 15:00　　　④ ２月28日㊐　13:30 ～ 15:00

発熱 などの症状がある人は、
まずは身近な医療機関に
電話で相談してください。
相談する医療機関に迷う場合は

石川県発熱患者等受診相談センター
☎0120-540-004
　（フリーダイヤル・24時間受付）
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火災・救急・救助は119番！
問 志賀消防署　☎ 32-1776　問 富来分署　☎ 42-1211

第67回文化財防火デーに伴う火災防御訓練
　1月 24日 ㊐ 8:00～ 恵光寺（富来領家町）
　1月 24日 ㊐ 9:30～ 光済寺（代田）
※ 訓練当日は、サイレンを鳴らし、赤色回転灯を点灯します。

１１月月2626日 は日 は 文化財防火デー 文化財防火デー
　1949（昭和24）年１月26日、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺
金堂（奈良県）で火災が発生し、堂内の壁画の大半が焼損しました。この出来事
をきっかけに、文化財に対する防火・防災意識の向上を図ることを目的とし、
制定されました。

ご協力お願いします！！ご協力お願いします！！

　道路や歩道、空き地には、火災のときの消火作業に使用する消火栓や防火水槽が設置されています。
　消火栓や防火水槽は火災時に重要な水源ですので、火災のとき、雪に埋もれていると、
消火作業が遅れます。
　消防署でも除雪作業を行っていますが、自宅前を除雪する際は、
消火栓上の除雪にご協力お願いします。

湿った雪や、固まった雪などは、たいへん重くなっています。
足や腰を痛めないように注意しましょう !

消防水利の除雪除雪について
いると、

消火栓消火栓

　住宅用火災警報器には、連動型のものもあり
ます。
　連動設定を行っているすべての住宅用火災警
報器が火災信号を受け警報を発します。
　なお、連動型には、配線によるものと無線式
のものがあります。

　寝室や階段に住宅用火災警報器の設置が義務
化となり 10 年以上が経過しました。
　住宅用火災警報器は電池の寿命が約 10 年と
されています。10 年経過したものは交換しま
しょう。
　また、１カ月に１回程度、本体のボタンを押
す、またはヒモを引いて作動点検をしましょう。

○ 連動型の住宅用火災警報器がおすすめ

10 年経過した住宅用火災報知器は取り替えましょう
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