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須坂市消防本部

報

須坂市の市章

（大正４年 11 月制定）
須坂市の市章は亀の甲を須坂の「ス」の文字で表わし須坂の歴史と将来
への発展を意味する。

須坂市民憲章
美しい自然に恵まれ、輝かしい伝統を受けついできたわたくしたちは、須坂市のかぎり
ない平和と発展を願い、誇りと責任をもって、ここにこの憲章を定めます。
１ 清潔で美しいまちをつくります。
１
１
１
１

健康で仕事に励みます。
人間性を尊重し、おたがいに協力します。
教養を深め、郷土の文化を高めます。
明るく心豊かな家庭をきずきます。
（昭和 49 年 11 月１日制定）

市の木

市の花

姉妹都市
神奈川県三浦市

（昭和 49 年４月 23 日）

新潟県新発田市

（昭和 60 年６月 16 日）

友好都市
くますぎ

れんげつつじ

(昭和 49 年 11 月１日制定)

中華人民共和国吉林省四平市
（平成６年５月 12 日）
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この年報は、令和２年（度）及び一部令和３年（度）中における須坂市、
小布施町、高山村における消防・救急・救助等の活動概況を集録したもので、
広く地域の皆さんに提供し、消防行政に対する御理解を深めていただくため
の参考資料として、御活用願えれば幸甚に存じます。

令和３年 10 月
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