
外郭団体 

①市組織の外部にあって、市の事務を代行し、または市との連携により市の事務に関連する事業を行う団体。市が直接実施するよりも外部組織に委ねた方

が機動的・効率的であるという考え方に基づいて設立されたもの。＜生駒市では、地方公社・市が少しでも出資・出捐（しゅつえん／金品を提供する）し

ている法人・職員派遣等を行っている法人が外郭団体（出資団体等）とされ、０９(H21)年４月１日現在で２３法人となっている。＞ 

 

②地方公社（⇒公共企業体）や自治体の出資比率が２分の１以上の法人については自治体の長は毎事業年度、その経営状況を説明する書類（事業報告書・

決算報告書）を作成し、議会に提出しなければならないとなっています（地方自治法第２４３条の３・同施行令２４３条の３）。 

 

③生駒市の主な外郭団体は次の一覧表の通りであるが、他のものは下掲の＜生駒市の外郭団体（出資団体等）一覧＞参照。 

 

＜生駒市の主な外郭団体一覧＞ 

事業 
区分 名称 

 指定管理 
財源等 

地方公社 生駒市土地開発公社 ⇒土地開発

公社 

― 市100％出資 

（財）生駒メディカルセンター ① ⑥ 市50％･市医師会50％出資、市支出金･事業収入等 
財団法人 

（財）生駒市ふれあい振興財団＜10(H22).3解散＞ ② ⑦ 市100％出資、市からの受託金・補助金 

社団法人 （社）生駒市シルバー人材センター ③ ⑧ （市出資はなし）事業収入 

社会福祉法人 （福）生駒市社会福祉協議会 ④ ⑨ 事業収入 

特殊法人 奈良県信用保証協会 ⑤ ― 事業収入 

第三セクター 奈良生駒高速鉄道（株） 交通運輸 ― ⑩、事業収入 

  ①応急診療、学校保健検診、予防接種緊急処置医薬材料管理・貸与、訪問看護、居宅介護支援、地域包括支援センター、介護老人保健施設の７事業。 

  ②文化・体育・レクリエーション等の普及振興事業の推進。 

  ③地域社会と連携した就業の場を提供することにより高齢者の福祉の増進に資し、活力ある社会づくりに貢献できる機会を創る。（設立根拠法：高年齢 

   者等の雇用の安定等に関する法律） 

  ④地域の実情に応じ、住民の福祉向上を図る。（設立根拠法：社会福祉法） 

  ⑤信用保証協会は信用保証協会法によって設立される特殊法人（その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人・認 

   可法人・特別民間法人のいずれにも該当しない法人）で、中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、債務保証を行なうことで、中小企業の資 

   金繰りの円滑化を図る。（⇒債務保証） 

  ⑥介護老人保健施設 優楽 ＜１施設＞ 

  ⑦山麓公園ふれあいセンター・フィールドアスレチック・野外活動センター・２５の体育施設 ＜計２８施設＞ 

  ⑧自転車駐車場（生駒駅前・生駒駅前第２・生駒駅南） ＜計３施設＞ 

  ⑨デイサービスセンター幸楽・生駒市福祉センター ＜計２施設＞ 

  ⑩出資比率（数字は％）：民間50（近鉄30・日本政策投資銀行7.5・その他12.5）、沿線自治体50（県30・生駒市15・奈良市5） （⇒第三セクター） 

 

公共企業体 公共性の高い事業を経営するため、国または自治体が法令に基づいて出資や貸付けなどの方法によって設立した法人。自治体によって設立さ

れる地方住宅供給公社・地方道路公社・土地開発公社は地方〔３〕公社という。＜生駒市には土地開発公社が１つある＞ 

 

債務保証 特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三者（保証人）が支払いを保証すること。債務保証を付し債務者が実際に債務不履行と

なった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成り代わって弁済しなければならない（代位弁済）。保証人は、債務保証を実行したことに伴い債務者に対

して求償権が発生するが、現実にはほとんど意味をなさないことが多い。 

 

 

第三セクター 公企業・民間企業をそれぞれ第一・第二セクターと呼ぶことから、国や自治体と民間の共同出資による事業体をこう呼ぶ。地域開発・交通

その他の分野で設立され、本来、国や自治体が行うべき事業を民間の資金と能力を導入して共同で行おうとするもの。＜生駒市が設立しているのは、奈良

生駒高速鉄道（株）のみ。＞ 

 

〔生駒市〕土地開発公社 公共用地・公用地等の取得・管理・処分等を行なうために「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき市の全額出資で設立さ

れた公共企業体。（⇒公共企業体） 

 

 

＜生駒市の外郭団体（出資団体等）一覧＞↓ 

 



生駒市出資団体等の状況【団体一覧】_主要団体

所管名 団体名 業務概要
設立

年月日
基本金等

　　　（千円）
市出資金等
　　　　(千円)

市比率

事業計画課 生駒市土地開発公社

公有地の拡大の推進に関する法律に
基づき市が設立した法人で、市の依頼
に基づく公共用地等の先行取得及び
市が再取得するまでの間の当該用地
の管理等を行う。

S48.11.17 5,000 5,000 100.0%

市民活動推
進課

（財）生駒市ふれあい振
興財団

市民の文化向上と体育レクリエーション
等の普及振興を目的として設立された
団体で、市の体育施設等の施設管理、
体育、レクリエーション等の事業開催

H2.2.6 30,000 30,000 100.0%

健康課
（財）生駒メディカルセン
ター

生駒市における包括的地域医療の確
立を目的として設立された団体で、休
日夜間応急診療事業、介護老人保健
施設の運営等を行う。

S56.3.26 2,000 1,000 50.0%

福祉総務課
（社福）生駒市社会福祉
協議会

生駒市における社会福祉事業の健全
な発達と社会福祉活動の活性化を図
るために設立された団体で、居宅介護
支援事業等の社会福祉事業及び地域
住民への福祉活動の援助等を行う。

S47.12.19 3,000 0.0%

福祉総務課
（財）生駒市シルバー人
材センター

社会参加を希望する高年齢者就業機
会の増大など高年齢者の能力を活か
した活力ある地域社会づくりを目的とし
て設立された団体で、臨時的かつ短期
的な就業を希望する高年齢者への就
業機会の開拓と提供、無料職業紹介
等を行う。

H5.10.29 0.0%

資料２



生駒市出資団体等の状況【団体一覧】_その他団体

所管名 団体名 業務概要
設立
年月日

基本金等
　　　（千円）

市出資金等
　　　　(千円)

市比率

産業振興課 奈良県農業信用基金協会
農業信用保証保険法に基づき、農業者
等への資金の円滑な融資のために設立
された公的な保証機関

S37.3.17 2,121,870 3,470 0.16%

産業振興課 （財）奈良県農業振興公社

県内の農業振興・近代化の推進を目的
として設立された団体で、農地保有合理
化、農業経営規模拡大、生産性向上、
青年等の就農促進にかかる事業を行う。

S47.8.1 20,000 300 1.50%

産業振興課 （社）奈良県畜産会

畜産者の経営安定と支援及び発展のた
めに設立された団体で、経営技術、環
境保全、衛生対策等の補助等の事業を
行う。

S31.4.3 16,030 9 0.06%

産業振興課
（財）奈良県地場産業振興
センター

奈良県内の地場産業や地域産業、地域
中小企業の振興を目的として設立され
た団体で、地域産業の新商品、新技術
の開発、需要開拓、人材養成の事業を
行う。

S57.7.27 17,000 75 0.44%

産業振興課 奈良県信用保証協会

信用保証協会法に基づき設立された特
殊法人で、中小企業者等の経営者が金
融機関から事業資金の融資を受ける
際、公共的な保証人となり金融の円滑化
を図ることを目的としており、経営上の相
談や企業診断、情報提供等の業務を行
う。

S24.12.3 15,700,000 13,589 0.09%

産業振興課 （財）奈良県食肉公社

食肉の安定供給と流通の円滑化を図る
ために設立された団体で、食肉流通セ
ンターの管理運営及び食肉の普及を
行っている。

S61.3.10 1,177,000 3,800 0.32%

産業振興課
（社）奈良県肉用子牛価格
安定基金協会

肉用牛生産者の生産意欲高揚と肉用牛
経営安定を図り、県内の畜産振興のた
めに設立された団体で、肉用子牛生産
者補給金制度の運用及び関連する畜産
業振興事業を行う。

H1.5.31 60,030 120 0.20%

職員課
（財）奈良県労働者福祉協
議会

奈良県下の労働組織、労働者の福祉活
動のために設立された団体で、勤労者
の生活支援や文化活動を行っている。

S38.3.29 1,545

国保年金課
奈良県国民健康保険団体
連合会

国民健康保険法第８３条に基づき、会員
である保険者（市町村）が共同してその
目的を達成するために必要な医療保険
に係る各種事業を行うことを目的として
設立された団体

S15.5.25 30,000

環境事業課
大阪湾広域臨海環境整備
センター

広域臨海環境整備センター法に基づき
設立された団体で、海面埋立による廃棄
物処理にに関する埋立護岸の建設、維
持管理及び一般廃棄物の最終処分場
の建設、維持管理等の業務

S57.3.1 136,900 200 0.15%

職員課
（財）奈良県市町村職員厚
生会

地方自治の振興に協力し、奈良県下市
町村職員等の福祉増進を目的として設
立された団体で、互助年金制度の事業
を行っている。

S60.2.23 10,000 455 4.55%

事業計画課
（財）リバーフロント整備セ
ンター

水辺空間に関して、その在り方、保全、
利用と整備、生体の保全と回復等の調
査研究及び技術開発を総合的に実施
し、かつ、その成果を幅広く社会に活用
して、安全で豊かな潤いのある国土整備
に資するために設立された団体

S62.9.1 542,300 1,000 0.18%



所管名 団体名 業務概要
設立
年月日

基本金等
　　　（千円）

市出資金等
　　　　(千円)

市比率

事業計画課
（財）砂防フロンティア整備
推進機構

砂防指定地等及びその周辺の保全整
備と管理に関する調査研究を行うととも
に、砂防事業等に関連する地域の活性
化のための調査研究とその成果の提供
などの目的に設立された団体

H3.10.18 400,000 90 0.02%

建築指導課
（財）なら建築住宅セン
ター

建築物等（建築物、昇降機、建築設備）
の安全性の確保及び適正な維持管理の
推進等を目的として設立された団体で、
建築確認審査業務、既存建築物耐震診
断等の業務

S50年設立 33,340 1,000 3.00%

都市計画課
（社）奈良県都市整備セン
ター

土地区画整理事業に対する人材確保と
育成、情報提供や啓発を目的として設
立された団体で、土地区画整理事業に
関する調査研究や土地区画整理事業に
関する業務の受託等の業務を行う。

H8.9.11 20,000 560 2.80%

地域整備課 奈良生駒高速鉄道（株）

けいはんな線の建設整備を目的として
設立された第三セクター（出資比率：奈
良県30%、生駒市15%、奈良市5%）で設
立された会社で、鉄道線路を建設して、
当該鉄道線路を鉄道事業者に貸付、そ
れによる線路使用料などを収入とし、鉄
道施設建設時に借入した資金を償還す
る等の業務

H10.7.28 10,255,000 1,538,250 15.00%

情報政策課
近鉄ケーブルネットワーク
（株）

電気通信事業法に基づく第一種電気通
信事業者、電気通信役務利用放送法に
よる電気通信役務利用放送事業登録者
で、ＣＡＴＶ放送等を行っている。

S59.6.1 1,485,000 18,000 1.21%

広報広聴課 奈良テレビ放送（株）
放送法による一般放送事業者で、奈良
県を放送対象地域としており、放送番組
の制作等の事業を行っている。

S47.2.7 533,000 2,042 0.38%

※参考：平成20年度で職員派遣を廃止

企画政策課
（財）奈良先端科学技術大
学院大学支援財団

大学院大学の支援、先端科学技術の普
及啓発・交流事業、高山サイエンスプラ
ザ等の管理運営

H3.7.18 2,000,000 0 0.00%




