
款： 項： 目：

節・細節： 蒲谷　明男

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく「安全・確実・快適」な交通サービスを提供するための車両を良好な状態に保つための整備を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

　【排出ガス発散防止装置について】

　　路上故障対策として排出ガス発散防止装置のNoxセンサー交換を行います。

　【路上故障対策について】

オートマチックトランスミッション修理を計画的に行います。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
  経営理念に基づく「安全・確実・快適」な交通サービスを提供するための車両を、良好な状態に保つための整備を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
　【音声合成修理について】

モニター修理を計画数行います。
　【EVバス故障時点検について】
　　実証試験後の車両運行に伴う、点検・故障費用
　【あかいくつについて】
　　継続運用が見込まれるためシートの貼替え費用を計上します。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（単位：千円）

４年度予算額

222,722

共通

（単位：千円）

４年度予算額

570,089

744,550 48,261

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 車両課（自動車）01　営業費用

38　車両修繕費

792,811

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 石垣　晃

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費　材料費
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費　外注費
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

担当者：

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

38　車両修繕費

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 保土ケ谷営業所

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

予 算 額 1,065 1,065 0

（単位：千円）

４年度予算額

800

（単位：千円）

４年度予算額

265



款： 項： 目：

節・細節： 矢田　実

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

４年度予算額

270

（単位：千円）

４年度予算額

214

共通

（単位：千円）

370 114

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 若葉台営業所01　営業費用

38　車両修繕費

484

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

850 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 浅間町営業所01　営業費用

38　車両修繕費

850

30　車両保存費

相川　久典

共通

（単位：千円）

４年度予算額

700

（単位：千円）

４年度予算額

150



款： 項： 目：

節・細節： 江森・井上・保坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、保守点検修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

225

985 0

（単位：千円）

４年度予算額

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 滝頭営業所01　営業費用

38　車両修繕費

985

共通

（単位：千円）

４年度予算額

760

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 山崎

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全・確実。快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全・確実なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

954 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 本牧営業所01　営業費用

38　車両修繕費

954

30　車両保存費

共通

（単位：千円）

４年度予算額

750

（単位：千円）

４年度予算額

204



款： 項： 目：

節・細節： 矢田　実

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　 経営理念に基づく安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
　経営理念に基づく安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

100

550 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A 3年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港南営業所01　営業費用

38　車両修繕費

550

共通

（単位：千円）

４年度予算額

450

（単位：千円）

４年度予算額

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 長谷・須藤

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するため車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

150

1,350 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港北営業所01　営業費用

38　車両修繕費

1,350

共通

（単位：千円）

４年度予算額

1,200

（単位：千円）

４年度予算額

30　車両保存費



款： 項： 目：

節・細節： 鈴木　貴弘

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 車両修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態に保つため、部品購入をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 車両修繕費（外注費）
（１　事業目的・内容）
　経営理念に基づく、安全・確実・快適なサービスを提供するための車両を良好な状態を保つため、保守点検修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

38　車両修繕費 担当者：

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 鶴見営業所

共通

予 算 額 650 650 0 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

４年度予算額

500

（単位：千円）

４年度予算額

150



款： 項： 目：

節・細節： 吉尾

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具類の修理用部品等
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具類が故障で使用できなくなった場合に、補修部品を購入して修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 機械工具類の修理費等
（１　事業目的・内容）
　バス車両整備に必要不可欠な機械工具類が故障または破損により、使用できなくなった場合に修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

3 EVバス充電器保守
（１　事業目的・内容）
　EVバスの充電に必要な機器の保守整備を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

3,365 750

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 車両課（自動車）01　営業費用

39　その他修繕費

4,115

共通

（単位：千円）

４年度予算額

65

30　車両保存費

（単位：千円）

４年度予算額

（単位：千円）

４年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 石垣　晃

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費　材料費
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30　車両保存費

共通

（単位：千円）

４年度予算額

32

32 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

32

所属：02　自動車事業費　 保土ケ谷営業所01　営業費用

39　その他修繕費



款： 項： 目：

節・細節： 矢田　実

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機器工具等に係る保守用部品費等
（１　事業目的・内容）

バス車両整備に必要不可欠な機器工具等が故障により使用できなくなった場合

修理用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

39　その他修繕費 担当者：

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 若葉台営業所

共通

予 算 額 32 32 0 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

４年度予算額

32



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具等に係る補修用部品費等
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 検査ライン等に係る検査機器等の修理費
（１　事業目的・内容）

校正修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 浅間町営業所01　営業費用

39　その他修繕費

326

30　車両保存費

相川　久典

（単位：千円）

４年度予算額

109

　指定整備工場に必要不可欠な検査ライン機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態を維持するために

共通

（単位：千円）

４年度予算額

217

326 0



款： 項： 目：

節・細節： 江森・井上・保坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具等に係る補修用部品費等
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 検査ライン等に係る検査機器等の修理費
（１　事業目的・内容）
　指定整備工場に必要不可欠な検査ライン機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に維持するための校正修理を

行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

109

共通

（単位：千円）

４年度予算額

217

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 滝頭営業所01　営業費用

39　その他修繕費

326

30　車両保存費

326 0

（単位：千円）

４年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 山崎

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって

修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

32 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 本牧営業所01　営業費用

39　その他修繕費

32

30　車両保存費

共通

（単位：千円）

４年度予算額

32



款： 項： 目：

節・細節： 山下

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 機械工具等に係る補修等部品費等
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30　車両保存費

共通

（単位：千円）

４年度予算額

32

32 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港南営業所01　営業費用

39　その他修繕費

32



款： 項： 目：

節・細節： 長谷・須藤

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料費（尿素ポンプおよびスチーム等修繕）
（１　事業目的・内容）

    スチームなどの設備機械や尿素ポンプやホース等の機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に

維持するための校正修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

【　事　業　内　容　】

2 検査ライン等に係る検査機器等の修理費
（１　事業目的・内容）
　 指定整備工場に必要不可欠な検査ライン機器が故障又は破損により使用できなくなった場合の緊急を要する修理や、良好な状態に

維持するための校正修理を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

30　車両保存費

（単位：千円）

４年度予算額

共通

（単位：千円）

４年度予算額

217

326 0

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　自動車事業費　 港北営業所01　営業費用

39　その他修繕費

326

109



款： 項： 目：

節・細節： 鈴木　貴弘

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕費（材料費）
（１　事業目的・内容）

　バス車両整備に必要不可欠な機械工具等が故障により使用できなくなった場合、補修用部品等を購入、交換することによって修理をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

39　その他修繕費 担当者：

４年度　A ３年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

令和４年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

02　自動車事業費　 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 鶴見営業所

共通

予 算 額 32 32 0 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

４年度予算額

32



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 小泉

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 人事課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

50　被服費

A
945 予算額 4,777 3,832

合　　　　　　　計 4,777

被服費4,777



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 栗花落

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 営業課（自動車）

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

44　電力料

A
 予算額 36,545

合　　　　　　　計

10営業所における電気料金



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

17,278

新車検収出張ほか1,006

EVバス充電器リース

58　印刷製本費 324 定期点検整備記録簿（法定）ほか

ホイールベアリンググリースほか

車両工場用備品ほか

65　賃借料

56　旅費

64　手数料 3,473 各種法定研修、廃車及び変更登録手数料印紙代ほか

車両整備工場整備委託ほか63　委託料 89,171

60　負担金 75 整備振興会年会費ほか

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 2,385

B

42　油脂糸屑費

A

 予算額 111,866

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 新谷

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 車両課（自動車）

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

車両用備品他

工場出張旅費

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

26

50

各種油脂類

56　旅費

合　　　　　　　計 355

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 279

B

42　油脂糸屑費

A

86△                 予算額 355 441

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 石垣　晃

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 保土ケ谷営業所

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

26

工場光熱費18

56　旅費 51 出張費

各油脂類

車庫用備品ほか

51　光熱水費

合　　　　　　　計 223

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 128

B

42　油脂糸屑費

A
62△                予算額 223 285

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 京念屋　一郎

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 若葉台営業所

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

102

車両工場出張旅費60

各種油脂類

車庫用備品ほか

56　旅費

合　　　　　　　計 415

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 253

B

42　油脂糸屑費

A
55△                予算額 415 470

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 　相川　久典

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 浅間町営業所

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各種油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 560

56　旅費 61 工場旅費

49　備消品費 273 車庫用備品ほか

51　光熱水費 47 工場光熱水費

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 179

 予算額 560 579 19△               
A　-　BBA

30　車両保存費 江森・井上・保坂

４年度 ３年度 増△減

02　自動車事業費　 01　営業費用 滝頭営業所

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

担当予　　　　算　　　　科　　　　目



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

51

車両工場等の光熱水費（プロパンガス含む）427

56　旅費 61 車両工場定例出張旅費

各油脂類

車庫用備品ほか

51　光熱水費

排水水質検査業務委託（全営業所分）63　委託料

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 243

B

42　油脂糸屑費

A
 予算額 1,705

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 山崎

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 本牧営業所

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 山下

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港南営業所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 168

B

42　油脂糸屑費

A
50△                予算額 392 442

合　　　　　　　計 392

56　旅費 100 出張旅費

各油脂類

工場車庫用備品ほか

51　光熱水費

102

工場光熱水費22



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各油脂類

　（２　編成するにあたっての考え方）

前年度分の実績をもとに算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

４年度

担当

３年度

01　営業費用
30　車両保存費 長谷・須藤

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港北営業所

増△減

42　油脂糸屑費

A

 予算額 5,634

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

153

合　　　　　　　計

80 工場旅費

49　備消品費

産業廃棄物処理委託63　委託料

56　旅費

51　光熱水費 124 工場光熱水費

車庫用備品ほか278



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 鶴見営業所

30　車両保存費 鈴木　貴弘

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 11 各油脂類

 予算額 592 683 91△                 

49　備消品費 220 車庫用備品ほか

51　光熱水費 296 車両工場光熱水費

56　旅費 65 工場定例出張

合　　　　　　　計 592
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