
(9)住民参加型市場公募地方債発行状況
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償還期間
（年）

発行目的

14 流山市
愛郷債

（あいきょうさい）
平成15年3月25日 2.0 5 市道整備事業

千葉市 ちば市民債 平成15年9月30日 30.0 5 公園整備事業

君津市 きみつ市民債 平成15年11月25日 3.0 5
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ建設、し尿処理施設改造
小中学校大規模改造

習志野市 はばたき債 平成16年3月30日 3.0 5
保育所保育室増設、児童会建設
廃棄物運搬車購入ほか

流山市
愛郷債

（あいきょうさい）
平成16年5月25日 2.5 5

土地区画整理事業、県道整備事業
中学校大規模改造事業

千葉市 ちば市民債 平成16年9月30日 50.0 5 公園整備事業

習志野市 はばたき債 平成16年11月25日 3.0 5
バリアフリー化事業、子ども園施設整備事業
中学校大規模改造事業ほか

我孫子市 オオバンあびこ市民債 平成16年11月25日 2.0 5 古利根沼用地取得事業

君津市 きみつ市民債 平成16年11月25日 3.0 5
中学校大規模改造事業、し尿処理施設改造事業
まちづくり総合支援事業

千葉市 ちば市民債 平成17年10月31日 50.0 5
公園整備、看護師養成施設整備
余熱利用施設整備ほか

君津市 きみつ市民債 平成17年11月25日 3.0 5
（仮称）君津中央公園整備事業
市道君津駅前線道路改良事業
（仮称）周西公民館建設事業

習志野市 はばたき債 平成18年2月28日 3.0 5
津田沼小学校外部改修事業
JR津田沼駅駅前広場バリアフリー化事業ほか

浦安市 浦安子ども健やか債 平成18年3月30日 3.0 5
明海南小学校地区児童育成クラブ施設建設
各小学校トイレ改修・エレベーター整備ほか

市川市 市川市民まちづくり債 平成18年3月31日 5.0 5
義務教育施設整備事業、消防施設整備事業
東山魁夷記念館建設事業

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市こども安全市民債 平成18年5月30日 2.0 5
義務教育施設整備事業
臨時地方道整備事業

浦安市 浦安子ども健やか債 平成18年10月30日 3.0 5
明海少年サッカー場用地取得事業
各小学校地区児童育成クラブ施設建設・トイレ
改修・エレベーター整備

我孫子市 オオバンあびこ市民債 平成18年11月27日 1.0 5 第三小学校・白山中学校耐震補強事業

千葉市 ちば市民債 平成18年11月28日 50.0 5 公園整備事業ほか

習志野市 はばたき債 平成18年11月30日 3.0 5
JR津田沼駅バリアフリー化整備助成事業
小学校大規模改造事業ほか

市川市 市川市民まちづくり債 平成19年3月30日 5.0 5
小・中学校施設等整備事業、消防車両整備事業
排水施設等整備事業

浦安市 浦安子ども健やか債 平成19年10月30日 3.0 5
（仮称）高洲地区公民館施設用地取得事業
明海少年サッカー場整備事業

千葉市 ちば市民債 平成19年11月28日 50.0 5
公園整備事業、高等学校改築事業
スポーツ施設整備事業

船橋市 船橋みらい債 平成19年11月30日 5.0 5 船橋市立リハビリテーション病院建設事業

木更津市 元気なきさらづ債 平成19年12月3日 3.0 5 小学校大規模改造事業

習志野市 はばたき債 平成19年12月17日 3.0 5 第二中学校施設整備（校舎）ほか

市川市 市川市民まちづくり債 平成20年3月31日 5.0 5
国府台市民体育館耐震補強事業
学校教育施設等整備
消防ポンプ自動車等整備事業、石綿対策事業
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浦安市 浦安子ども健やか債 平成20年10月30日 3.0 5
保育園増設整備及び増設用地取得事業
小学校校舎増築事業
各中学校普通教室エアコン整備事業

習志野市 はばたき債 平成20年10月31日 4.5 5
小中学校大規模改造事業
第一中学校給食室新築事業
放課後児童会施設整備事業

船橋市 船橋みらい債 平成20年11月28日 5.0 5
小中学校耐震補強事業、放課後ルーム整備事業
都市緑地整備事業

千葉市 ちば市民債 平成20年12月24日 30.0 5 蘇我スポーツ公園整備事業

市川市 市川市民まちづくり債 平成21年3月31日 5.0 5
小学校の耐震補強、知的障害者施設整備
排水施設整備及び消防車両整備

習志野市 はばたき債 平成21年10月30日 4.5 5
小・中学校大規模改造事業、道路改良
ＪＲ津田沼駅周辺地区整備

浦安市 浦安子ども健やか債 平成21年10月30日 3.0 5 各小学校普通教室エアコン整備事業

船橋市 船橋みらい債 平成21年11月27日 5.0 5
小・中学校整備事業、放課後ルーム整備事業
都市公園整備事業及び消防車両整備

千葉市 ちば市民債 平成21年11月30日 30.0 5 学校等施設整備

市川市 市川市民まちづくり債 平成22年3月31日 5.0 5
小学校の耐震補強、排水施設整備事業
消防車両整備

習志野市 はばたき債 平成22年10月29日 4.5 5 教育環境や都市基盤の整備など

千葉市 ちば市民債 平成22年11月30日 30.0 5 消防署整備など

船橋市 船橋みらい債 平成22年11月30日 5.0 5
小・中学校改修事業、特別支援学校整備事業、
公民館整備事業、放課後ルーム整備事業、都市
公園整備事業、消防車両整備事業

市川市 市川市民まちづくり債 平成23年3月31日 5.0 5 小・中学校及び市営住宅の耐震補強

習志野市 はばたき債 平成23年10月31日 4.5 5 教育環境や都市基盤の整備

船橋市 船橋みらい債 平成23年11月30日 5.0 5
小・中学校改修事業、公民館整備事業、放課後
ルーム整備事業

千葉市 ちば市民債 平成23年12月26日 30.0 5 道路の災害復旧や学校の耐震補強など

市川市 市川市民まちづくり債 平成24年3月30日 5.0 5
小中学校の耐震補強事業、消防自動車整備事
業、市川北部地区消防庁舎整備事業

市原市 市原みんな幸福債 平成24年3月30日 3.0 5
総合公園整備事業、義務教育施設耐震対策事
業、消防車両整備事業

習志野市 はばたき債 平成24年10月31日 4.5 5 教育環境、都市基盤整備等

船橋市 船橋みらい債 平成24年11月30日 5.0 5

小学校改修事業、中学校改修事業、公民館整備
事業、児童ホーム改修事業、放課後ルーム整備
事業、保育園整備事業（用地購入）、給水車整
備事業

千葉市 ちば市民債 平成24年12月26日 30.0 5 小、中学校の施設整備等

市川市 市川市民まちづくり債 平成25年3月29日 5.0 5
クリーンセンター延命化事業、消防自動車整備
事業、スポーツ施設改修事業等

市原市 市原みんな幸福債 平成25年3月29日 3.0 5
総合公園整備、義務教育施設耐震対策、消防車
両整備事業等

習志野市 はばたき債 平成25年10月31日 4.5 5 公共施設や都市基盤の整備等

船橋市 船橋みらい債 平成25年11月29日 5.0 5
公民館整備事業、児童ホーム改修事業、放課後
ルーム整備事業、保育園整備事業

千葉市 ちば市民債 平成25年12月26日 30.0 5 学校整備等

市原市 市原みんな幸福債 平成26年3月31日 3.0 5
公園整備事業、義務教育施設・市民会館・消防
庁舎耐震対策事業等
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習志野市 はばたき債 平成26年10月31日 4.5 5
小学校トイレ改善事業、小学校大規模改造事
業、小学校音楽室空調設備設置事業、高等学校
耐震化事業

船橋市 船橋みらい債 平成26年11月28日 5.0 5 公民館整備事業

千葉市 ちば市民債 平成26年12月25日 30.0 5 学校教育施設・消防施設整備等

習志野市 はばたき債 平成27年10月30日 4.5 5 新庁舎建設工事費、自治振興施設運営費

船橋市 船橋みらい債 平成27年11月30日 5.0 5 公民館整備事業

千葉市 ちば市民債 平成27年12月25日 30.0 5 学校教育施設・消防施設整備等

習志野市 はばたき債 平成28年10月31日 4.5 5 新庁舎建設工事費、自治振興施設運営費

船橋市 船橋みらい債 平成28年11月30日 5.0 5 保育園整備事業等

29 習志野市 はばたき債 平成29年10月31日 4.5 5
新庁舎建設事業、自治振興施設運営費、谷津小
学校校舎改築事業、小学校施設改善整備事業

30 習志野市 はばたき債 平成30年10月31日 4.5 5 （仮称）大久保こども園整備事業

元 習志野市 はばたき債 令和元年10月31日 4.5 5 公共施設や都市基盤の整備等
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※令和2年度　発行団体なし
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