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平成２０年５月２１日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第１９回川崎市５年公募公債の発行概要 

第１９回川崎市５年公募公債の発行概要を決定いたしました。 

発 行 日 平成２０年６月２４日（火） 償 還 日 平成２５年６月２０日（木） 

発 行 額 １００億円 利払い日 毎年６月２０日及び１２月２０日 

表 面 利 率 

発 行 価 格 

市場公募債５年債表面利率・発行価格 

（平成２０年６月５日（木）の午後に条件決定） 

募 集 期 間 平成２０年６月５日（木）～６月１８日（水） （＊窓口での販売は６月６日（金）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm

なお、川崎市債のパンフレットを御用意していますので、ご覧ください。 

パンフレットダウンロード ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf

 

第4回川崎市２０年公募公債の発行について 

川崎市では、このたび第４回川崎市２０年公募公債の共同主幹事として、「みずほ証券株式会社」と「大和

証券エスエムビーシー株式会社」の２社を指名しました。今後、共同主幹事とともに、市場環境を注視しつつ

発行していきます。 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

第92回日本陸上競技選手権大会 
兼北京オリンピック代表選手選考競技会 

写真は等々力陸上競技場

川崎から北京へ！ 

陸上競技の日本一を決定する最高峰の大会「日本陸上」。

第92回の今大会は、北京オリンピック代表選手選考競

技会を兼ね、等々力陸上競技場で開催されます。 

開催日時： 6月 26日（木）から6月 29日（日） 

会  場： 川崎市等々力陸上競技場 

 〒211-0052川崎市中原区等々力１－１ 

※各競技の時間は、大会の詳細ページ 

http://www.rikuren.or.jp/taikai/531/index.html（日本陸上競技連盟）などでご確認ください。 

等々力陸上競技場URL： 

http://www.city.kawasaki.jp/25/25city_sales/home/city_sales/02-4sports-link07.html

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp までご連絡くださいますよう
お願いいたします。 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.rikuren.or.jp/taikai/531/index.html
http://www.city.kawasaki.jp/25/25city_sales/home/city_sales/02-4sports-link07.html
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平成２０年６月５日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第１９回川崎市５年公募公債の発行条件 

第１９回川崎市５年公募公債の発行条件を６月５日（木）に決定いたしました。 

発 行 日 平成２０年６月２４日（火） 償 還 日 平成２５年６月２０日（木） 

発 行 額 １００億円 利払い日 毎年６月２０日及び１２月２０日 

表 面 利 率 年１．４１パーセント 発行価格 額面１００円につき９９円９９銭 

応募者利回り 年１．４１２パーセント （税引き後 年１．１３０パーセント） 

募 集 期 間 平成２０年６月５日（木）～６月１８日（水） （＊窓口での販売は６月６日（金）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm

 

第９回アドバイザリー・コミッティの開催報告 

５月１２日（月）に本年度の最初となる第９回川崎市起債運営アドバイザリー・コミッティを開催し、上半

期の超長期債市場や地方債格付をめぐる状況等に関する情報収集等を行いました。（当日の議事要旨

はホームページをご覧ください。） 

川崎市では、市債の商品性･流動性の維持・向上を図り、資金調達コストを抑制していく観点から、継

続的に市場のニーズ・動向等に関する情報を収集しつつ、適切な起債運営に努めていきます。 

起債運営アドバイザリー・コミッティ ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

日本民家園 

川崎市立日本民家園は、急速に消滅しつつある古

民家を永く将来に残すことを目的に、昭和 42 年

に開園した古民家の野外博物館です。 

日本民家園では、東日本の代表的な民家をはじ

め、水車小屋・船頭小屋・高倉・歌舞伎舞台など

25件（このうち18件は、国や県の重要文化財と

して指定を受けております）の建物をみることが

できます。 

また、本館展示室ではこれらの民家に関する基礎

知識を学ぶことができます。 

所在地：川崎市多摩区枡形7－1－1生田緑地内 
日本民家園URL：http://www.city.kawasaki.jp/88/88minka/home/minka.htm

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp までご連絡くださいますよう
お願いいたします。 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.city.kawasaki.jp/88/88minka/home/minka.htm


平成２０年７月１５日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

市民向け川崎市債投資セミナーの御案内 

川崎市では、市民の皆さまに市債の購入を検討していただくために、市債や市の財政状況・経営ビジ

ョンなどについて、わかりやすく説明させていただくセミナーを毎年開催しています。 

今年は、８月２６日（火）午後２時から、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）（JR 南武線｢武蔵

中原駅｣徒歩１分）において、阿部市長による｢川崎のまちづくりと市債｣と金融知力普及協会牛山氏に

よる｢賢くふやす、街と自分の幸せ｣の二部構成で開催します。 

入場無料ですので、参加を希望される方は、財政局資金課まで申込用紙をＦＡＸで御送付いただくか、

又は御電話によりお申込みください。 

申込用紙のダウンロード先ＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/200826semina-osirase.pdf 

申込先電話番号： 044-200-2182 

 

第５回投資家懇談会の開催報告 

５月２７日（火）に本年度の最初となる第５回川崎市投資家懇談会を開催し、川崎市の財政状況や起

債運営について説明、質疑応答等を行いました。（当日の議事要旨はホームページをご覧ください。） 

川崎市では、市債の商品性･流動性の維持・向上を図り、資金調達コストを抑制していく観点から、市

債の市場評価、市場ニーズ等について、地方債を保有・運用する投資家及び有識者と直接かつ継続的

に意見交換を行っております。 

投資家懇談会に関するＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/talkfest.htm  

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp までご連絡くださいますよう
お願いいたします。 
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夏を彩る光と音の芸術 
川崎市制記念多摩川花火大会 
川崎市の市制施行を記念し、毎年開催している多摩川花火大会。 

今年も6,200発の大輪が夏の夜空を彩ります。 

開催日： 平成 20年 8月 16日（土） 

 ＊荒天の場合8月 17日（日）に順延 

時 間： セレモニー：午後6時30分～午後7時 

 花火打上 ：午後7時～午後8時 

場 所： 川崎市高津区諏訪 多摩川河川敷 

詳しくは、川崎市観光協会連合会のＨＰをご参照ください 

URL: http://www.k-kankou.jp/kkanko/modules/hanabi/index.php?content_id=2 

第三京浜付近からの眺め

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/200826semina-osirase.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/talkfest.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.k-kankou.jp/kkanko/modules/hanabi/index.php?content_id=2
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平成２０年８月２１日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第20回川崎市５年公募公債の発行概要 

第２０回川崎市５年公募公債の発行概要を決定いたしました。 

発 行 日 平成２０年９月３０日（火） 償 還 日 平成２５年９月２０日（金） 

発 行 額 １５０億円 利払い日 毎年３月２０日及び９月２０日 

表 面 利 率 

発 行 価 格 

市場公募債５年債表面利率・発行価格 

（平成２０年９月１１日（木）の午後に条件決定） 

募 集 期 間 平成２０年９月１１日（木）～９月２４日（水） （＊窓口での販売は９月１２日（金）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm

なお、川崎市債のパンフレットを御用意していますので、御覧ください。 

パンフレットダウンロード ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf

 

市民向け川崎市債投資セミナーの御案内 

川崎市では、市民の皆さまに市債の購入を検討していただくために、市債や市の財政状況・経営ビジ

ョンなどについて、わかりやすく説明させていただくセミナーを毎年開催しています。 

今年は、８月２６日（火）午後２時から、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）（JR 南武線｢武蔵

中原駅｣徒歩１分）において、阿部市長による｢川崎のまちづくりと市債｣と金融知力普及協会牛山氏に

よる｢賢くふやす、街と自分の幸せ｣の二部構成で開催します。 

入場無料ですので、参加を希望される方は、財政局資金課までお電話（044-200-2182）又はＦＡＸ

（044-200-3904）によりお申込みください。 

申込用紙のダウンロード先ＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/200826semina-osirase.pdf

 

平成１９年度決算見込の概要 

平成１９年度の一般会計の実質収支額（いわゆる剰余金）は９年ぶりに９億円台となり、特別会計の

実質収支額は前年度並みの２５億円台となっています。 

なお、実質公債費比率については、算定方法が変更になり（公債費の償還に充当可能な財源として

都市計画税を加えることになりました。）、地方債の発行に国の許可が必要となる基準「１８％」を下回り、

「許可団体」から「協議団体」に移行する見込みです。 

平成 19 年度決算（見込）の概要ＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/h19kessan.pdf

 

知ってる？ かわさき！ 紙面の都合により、今回はお休みとさせていただきます 

 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/200826semina-osirase.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/h19kessan.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
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平成２０年９月１１日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第20回川崎市５年公募公債の発行条件 

第２０回川崎市５年公募公債の発行条件を９月１１日（木）に決定いたしました。 

発 行 日 平成２０年９月３０日（火） 償 還 日 平成２５年９月２０日（金） 

発 行 額 １５０億円 利払い日 毎年３月２０日及び９月２０日 

表 面 利 率 年１．１６パーセント 発行価格 額面１００円につき９９円９６銭 

応募者利回り 年１．１６８パーセント （税引き後 年０．９３６パーセント） 

募 集 期 間 平成２０年９月１１日（木）～９月２４日（水） （＊窓口での販売は９月１２日（金）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm

 

地方公共団体財政健全化法４指標 

実質公債費比率の算定結果は１６.３％、将来負担比率の算定結果は１４７.３％、また、実質赤字比

率および連結実質赤字比率については赤字となっておらず、いずれの指標においても早期健全化団体

となる基準をクリアしています。（※数値は見込みです。） 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

スーパー陸上2008 
末続、室伏ら、日本のトップアスリートが川崎に集結！

歴史を振り返ればカール・ルイスの快走（1988年）、男子棒高跳のブブカの世界記録

樹立（1991、92年）や、「最強スプリンター」タイソン・ゲイ雨中の激走（2007年）

など、数々の超人パフォーマンス、名勝負が展開されてきた国内最高峰の国際トラック

＆フィールド競技会「スーパー陸上」が、川崎にキター！ 

開催日時： 平成 20（2008）年 9月 23日（火・祝） 

会  場： 川崎市等々力陸上競技場 

 川崎市中原区等々力１－１ 

 （等々力緑地内） 
・ 東急東横線または JR「武蔵小杉」駅よりバス（溝の口方面行）で 

 「市営等々力グランド入口」下車徒歩5分 

・ 東急田園都市線「溝の口」駅または JR「武蔵溝ノ口」駅よりバス 

 （武蔵小杉方面行）で「等々力グランド入口」下車徒歩5分 

・ JR南武線「武蔵中原」駅より下車徒歩15分 

詳細は大会公式ホームページをご覧下さい。 
URL：http://www.super-meet.com/Default.aspx?tabid=123

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.super-meet.com/Default.aspx?tabid=123


平成２０年９月２４日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第１０回アドバイザリー・コミッティの開催報告 

９月１日（月）に本年度２回目となる第１０回川崎市起債運営アドバイザリー・コミッティを開催し、下半期

の１０年債や超長期債の発行市場や銀行等引受債の起債運営等に関する情報収集等を行いました。

（当日の議事要旨はホームページを御覧ください。） 

川崎市では、市債の商品性･流動性の維持・向上を図り、資金調達コストを抑制していく観点から、継

続的に市場のニーズ・動向等に関する情報を収集しつつ、適切な起債運営に努めていきます。 

起債運営アドバイザリー・コミッティ ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm 

 

超長期公募公債の発行について 

川崎市では、このたび第３回川崎市３０年公募公債の共同主幹事として、「日興シティグループ証券

株式会社」と「三菱 UFJ 証券株式会社」の２社を、また、第５回川崎市２０年公募公債の共同主幹事とし

て、「野村證券株式会社」、「新光証券株式会社」、「クレディ・スイス証券株式会社」の３社を、それぞれ

指名しました。今後、共同主幹事とともに、市場環境等を注視しながら発行していきます。 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

しんゆり・芸術のまち 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第29号 

詳細は、｢六つの軌跡｣関連ホームページをご覧下さい。 
URL：http://homepage2.nifty.com/k-bunkazaidan/jigyo/6ninten/index.htm 

新百合２１多目的ホールに可動式の大型展示パネルが設置されました。これを記念し

て川崎に所縁のある美術家の作品を展示し、作家の紹介と作品鑑賞の場として披露いた

します。日本画から大矢紀と岡信孝、洋画から田中岑、森秀雄、渡辺豊重、版画からは

原健、この６人の作家による約３０点の作品を展示します。いずれも色彩や形の表現に、

持ち前の天分と永年の経験が発揮され、個性に溢れた世界が繰り広げられています。

開催日時： 9月 2０日（土）～２９日（月） 

開館時間： 午前１０時～午後７時３０分 

 （入場は午後７時まで） 

会  場： 新百合２１多目的ホール 

 川崎市麻生区万福寺１－２－２ 

 新百合２１ビル地下２階 

入場無料 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://homepage2.nifty.com/k-bunkazaidan/jigyo/6ninten/index.htm


平成２０年１０月１７日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

 

 

第7回市場公募地方債発行団体合同 IR説明会の開催 

 

川崎市をはじめとする市場公募地方債発行団体、（財）地方債協会及び総務省は、１０月３０日（木）午

後１時から虎ノ門パストラルにおいて、「合同 IR 説明会（投資家向け説明会）」を開催します。（参加無料） 

総務省報道発表資料 ＵＲＬ： http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081008_1.pdf 

 

川崎市では、午後３時から新館５階｢ローレル｣において、本市の財政状況、財政健全化への取組み、

重要施策等について説明いたしますので、是非お立ち寄りいただければと存じます。 

 

また、当日は、各団体からの個別の説明に先立って、「地方債の最近の動向について」（仮題）、本市財

政局財政部資金課長が説明を行います。 

 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

川崎が一番 ～プラネタリウム～ 

 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第30号 

生田緑地にある青少年科学館では、世界一先進的なプ

ラネタリウムとしてギネス認定を受けている多摩区在住

のプラネタリウムクリエイター・大平貴之さんが開発し

た、メガスターII の投影が見られます。 

また、プラネタリウム解説を半世紀以上続けているプ

ラネタリウム弁士・河原郁夫さんによる生声での解説も、

毎週行われています。 

 

 

 

詳細は、｢川崎市青少年科学館｣の 

ホームページをご覧下さい。 

URL： http://www.nature-kawasaki.jp/ 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081008_1.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.nature-kawasaki.jp/


平成２０年１１月７日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第８0回川崎市１０年公募公債の発行条件 

第８０回川崎市１０年公募公債の発行条件が１１月７日に決定いたしました。 

発 行 日 平成２０年１１月２５日（火） 償 還 日 平成３０年９月２０日（木） 

発 行 額 １００億円 利 払 い 日 毎年３月２０日及び９月２０日 

表 面 利 率 年１．６７パーセント 発 行 価 格 額面１００円につき９９円９４銭 

応募者利回り 年１．６７７パーセント （税引き後 年１．３４２パーセント） 

募 集 期 間 平成２０年１１月７日（金）～１１月１８日（火） 

公募 10 年債 ＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki10.htm 

なお、川崎市債のパンフレットを御用意していますので、御覧ください。 

パンフレットダウンロード ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf 

 

第7回市場公募地方債発行団体合同 IR説明会の資料 

１０月３０日（木）に虎ノ門パストラルにおいて開催された「第７回市場公募地方債発行団体合同ＩＲ説明

会」において使用したプレゼンテーション資料等をホームページ上で公開しています。 

IR イベント ＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/present.htm 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

明長寺（みょうちょうじ）の文化財 

 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第31号 

京急川崎大師駅にほど近い恵日山普

門院明長寺(みょうちょうじ)は、文明

年間から続く由緒ある古刹です。 

今年度は、当寺で大切に守られてき

た国重要文化財「葵梶葉文染分辻が花

染小袖」と市重要歴史記念物「紙本着

色地蔵菩薩及び十王図」を公開します。

この貴重な機会に、歴史を語る文化

財を是非御覧ください。 

日時： 12月5日（金）から7日（日）

 9時半から17時 

会場： 川崎市市民ミュージアム 

 企画展示室１【見学無料】 

詳細はこちらから：http://www.city.kawasaki.jp/event/info3242/index.html 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki10.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/present.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.city.kawasaki.jp/event/info3242/index.html


平成２０年１２月２２日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第2１回川崎市５年公募公債の発行概要 

第２１回川崎市５年公募公債の発行概要を決定いたしました。 

発 行 日 平成２１年１月２９日（木） 償 還 日 平成２５年１２月２０日（金） 

発 行 額 １００億円 利払い日 毎年６月２０日及び１２月２０日 

表 面 利 率 

発 行 価 格 

市場公募債５年債表面利率・発行価格 

（平成２１年１月９日（金）の午後に条件決定） 

募 集 期 間 平成２１年１月９日（金）～１月２３日（金） （＊窓口での販売は１月１３日（火）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm 

なお、川崎市債のパンフレットを御用意していますので、御覧ください。 

パンフレットダウンロード ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf 

 

第１１回アドバイザリー・コミッティの開催報告 

１１月１０日（月）に本年度３回目となる第１１回川崎市起債運営アドバイザリー・コミッティを開催し、金融

市場の動向や起債運営のあり方等に関する情報収集等を行いました。（当日の議事要旨はホームページを

御覧ください。） 

川崎市では、市債の商品性･流動性の維持・向上を図り、資金調達コストを抑制していく観点から、継続的

に市場のニーズ・動向等に関する情報を収集しつつ、適切な起債運営に努めていきます。 

起債運営アドバイザリー・コミッティ ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

川崎七福神めぐり 

 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第32号 

古くから中原区内各寺院に安置されている七福神

を元旦より七日までの松の内に参拝し一年の幸福

を願う行事で、昭和58年から始まりました。 

武蔵新城駅⇒ ①安養寺＜福禄寿＞ 

②宝蔵寺＜弁財天＞ ③東樹院＜毘沙門天＞ 

④西明寺＜大黒天＞ ⑤大楽院＜恵比須神＞ 

⑥無量寺＜寿老神＞ ⑦大楽密寺＜布袋尊＞ 

      ⇒元住吉駅 

川崎の観光情報URL： 

http://www.k-kankou.jp/shichifukujin/index.html

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.k-kankou.jp/shichifukujin/index.html


平成２１年１月９日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

第2１回川崎市５年公募公債の発行条件 

第２１回川崎市５年公募公債の発行条件を１月９日（金）に決定いたしました。 

発 行 日 平成２１年１月２９日（木） 償 還 日 平成２５年１２月２０日（金） 

発 行 額 １００億円 利払い日 毎年６月２０日及び１２月２０日 

表 面 利 率 年０．９２パーセント 発行価格 額面１００円につき９９円９８銭 

応募者利回り 年０．９２４パーセント （税引き後 年０．７４０パーセント） 

募 集 期 間 平成２１年１月９日（金）～１月２３日（金） （＊窓口での販売は１月１３日（火）から） 

公募５年債 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm 

なお、川崎市債のパンフレットを御用意していますので、御覧ください。 

パンフレットダウンロード ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf 

 

第６回投資家懇談会の開催報告 

１１月２５日（火）に本年度２回目となる第６回川崎市投資家懇談会を開催し、川崎市の財政状況や起債

運営について説明、質疑応答等を行いました。（当日の議事要旨はホームページをご覧ください。） 

川崎市では、市債の商品性･流動性の維持・向上を図り、資金調達コストを抑制していく観点から、市債

の市場評価、市場ニーズ等について、地方債を保有・運用する投資家及び有識者と直接かつ継続的に

意見交換を行ってまいります。 

投資家懇談会に関するＵＲＬ： http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/talkfest.htm  

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

「藤子･Ｆ･不二雄ミュージアム（仮称）」が誕生します 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第33号 

2011年にオープン予定の「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム（仮称）」

は「ドラえもん」「パーマン」「オバケのQ太郎」などの作者として皆

様に親しまれている漫画家、藤子・Ｆ・不二雄先生の作品を展示・公

開する文化施設です。 

ミュージアムの基本理念や機能、施設概要や立地場所についてとりま

とめた「（仮称）藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム基本構想」を策定しま

した！（URL：http://www.city.kawasaki.jp/20/fmuseum/kihonkousou.pdf）

子どもたちの夢と希望を育み、藤子・Ｆ・不二雄先生の「夢」「希望」

「友情」「勇気」「大いなる好奇心」そして「人を愛する優しい気持ち」

などの大切なメッセージを全国へそして世界の人々に、また後世の

人々に対して発信していきます。 （C）藤子プロ 

http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/jiseki5.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/20sisaipanfu.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/talkfest.htm
http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm
http://www.city.kawasaki.jp/20/fmuseum/kihonkousou.pdf


平成２1年２月２４日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

川崎市ＩＲ説明会の御案内 

川崎市では、機関投資家の皆さまなどを対象として、３月２４日（火）午後４時より、都市センターホテル

（日本都市センター会館内）において、ＩＲ説明会を開催いたします。 

この説明会では、市長が、「川崎市の経営ビジョン」について説明するほか、地方債を取り巻く環境につ

いてアナリストの方々とパネルディスカッションを行います。 

IR 説明会の詳細および参加申込み等につきましては、下記 URL より報道発表資料を御参照ください。 

IR イベント ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/h210324ir_houdounagekomi.pdf 

 

平成21年度予算案について 

川崎市では、「新行財政改革プラン」と「川崎再生フロンティアプラン・第２期実行計画」を反映した 

平成２1 年度予算案を編成いたしました。 

平成 21 年度 川崎市予算案について ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23zaisei/ 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

春の動物園まつり 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが23sikin@city.kawasaki.jp まで御連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第34号 

毎年恒例の人気イベントです。当日は飼育員に動物たちの

特徴などをガイドしてもらえる「動物園リレーガイド」を始

め、獣医師及び飼育員による「動物飼育相談コーナー」、ポ

ニー乗馬ができる「動物ふれあいコーナー」、「コンサート」

等、楽しいイベントが盛りだくさんです。 

春分の日に動物と触れ合い過ごすのはいかがでしょうか。

春の動物園まつり 
平成21年3月20日（金）春分の日 午前 10時～午後3時 

場所：夢見ヶ崎動物公園 （幸区南加瀬１－２－１） 

お問い合わせ：夢見ヶ崎動物公園 電話 044-588-4030 

 

川崎市観光協会連合会（川崎の観光情報）URL 

http://www.k-kankou.jp/kkanko/modules/eguide//event.php?eid=140 

夢見ヶ崎動物園ホームページURL 

http://www.city.kawasaki.jp/30/30yumemi/home/yumemi/yumemi.htm 



平成２１年３月２７日 

川崎市では、市民や投資家、アナリスト、市場関係者の皆様への情報提供活動の一環として、市債発行計画
などの市債情報や、予算・決算などの財政関連情報、ＩＲ説明会開催などのＩＲ情報を「ＩＲニュース」として発信し
ております。 

 

 

平成２１年度川崎市市場公募債発行計画及び引受シンジケート団 

川崎市では、平成２１年度の市場公募債発行計画及び引受販売を行う引受シンジケート団を決定いた

しました。 

平成２１年度の市場公募債発行総額は、対前年度比１００億円増の１,２００億円となりました。発行計画

については、発行時期の平準化と発行年限の多様化･バランス化を図っています。また、引受シンジケー

ト団のメンバーなどについては、競争原理が働くよう見直しを行いました。 

報道発表資料 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/h21.03.26houdouhapyo.pdf 

なお、銀行等引受債なども含めた川崎市債全体の平成２１年度発行計画については、ホームページに

掲載してありますのでご覧ください。 

平成２１年度市債発行計画 ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/plan.htm 

 

第１２回アドバイザリー･コミッティの開催報告 

２月１８日（水）に第１２回川崎市起債運営アドバイザリー・コミッティを開催いたしました。 

当日の議事の内容などをホームページに掲載してありますのでご覧ください。 

起債運営アドバイザリー・コミッティ ＵＲＬ：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/committee.htm 

 

知ってる？ かわさき！ 
このコーナーは毎回、川崎市に関するマメ知識や 

お役立ち情報をお伝えします。 

音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭 ASIAN HEALING2009 について 

川崎市投資家情報(IR)URL：http://www.city.kawasaki.jp/23/23sikin/home/ir/ir.htm 
・ メールアドレスの変更及びサービスの停止を希望される場合は、お手数ですが 23sikin@city.kawasaki.jp までご連絡くださいますよう
お願いいたします。 

発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース
発行：川崎市財政局資金課発行：川崎市財政局資金課

IR ニュース 第35号 

川崎市の「音楽のまちづくり」がスタートしてちょうど5周年を迎える4月18日（土）
と19日（日）の2日間、第5回「音楽のまち・かわさき アジア交流音楽祭 ASIAN 
HEARING 2009」を川崎市で開催します。同イベントは、「日韓友情年2005」の記念
事業の一つとして開催して以来、毎年川崎市内外の方々に好評を博しております。メイン
会場の「ミューザ川崎シンフォニーホール」では日韓を中心に世界で 
活躍するアーティストが集い、多彩なステージを演出します。また、 
商業施設「ラ チッタデッラ」、ショッピングモール「ラゾーナ川崎 
プラザ」、川崎駅東口商店街などで、アジア各国のアーティストによる 
様々なジャンルのライブステージが繰り広げられます。 
 
＊音楽のまち・かわさき イベント案内URL: 
http://www.ongakunomachi.jp/contents/information/2009asia/index.htm 




