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平成 30 年刊行

笠間市消防本部

市章（平成１８年３月１９日制定）
３市町の合併を意味する強い団結の輪で，
笠間市の頭文字「Ｋ」を表現。
人も緑も水もいきいきと輝く姿や，また列
車や自動車道等の交通の要衝としての利
便性も表し，「住みよいまち，訪れてよい
まち，笠間市」をイメージしています。

市民憲章（平成１９年１月１日制定）
わたしたち笠間市民のねがい

―笠間市民憲章―

笠間市は，豊かな自然に恵まれ，先人たちが育んできた歴史や文化の薫るまちです。
わたしたちは，このふるさとを愛し，市民相互の交流につとめ，
「住みよいまち
よいまち

笠間」をめざします。

自然を愛し，美しくゆめのあるまちにしよう
健康で働き，元気でいきがいのあるまちにしよう
歴史と文化を大切にし，豊かでうるおいのあるまちにしよう
思いやりの心を育て，明るいほほえみのあるまちにしよう
きまりを守り，安心でやすらぎのあるまちにしよう

市の花・木・鳥（平成１９年１月１日制定）
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は じ め に

この年報は，笠間市消防の現勢及び平成２９年度（一部平成２９年中）
の消防業務に関する諸般の事項を総合的に収録し，消防事情を紹介する
とともに消防行政に対するご理解と防火意識の高揚を図ることを目的とし
て編集したものです。
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