
款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、大友

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 ＬＥＤ広告看板修理事業（ＢＬ）
（１　事業目的・内容）

ブルーライン駅構内に設置されているＬＥＤ広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

（２　前年度から変更・見直しした点）

単価の増（実績金額に見直し）、予定数量の減（実績数量に見直し）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

540

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　高速鉄道事業費 資産活用課01　営業費用

40　修繕費

60　運輸管理費

共通

（単位：千円）

４年度予算額

路線

ＢＬ

ＧＬ

計

5

― 7

単価 予定数量 予定金額

2



款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、大友

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 ＬＥＤ広告看板修理事業（ＧＬ）
（１　事業目的・内容）

グリーンライン駅構内に設置されているＬＥＤ式駅看板の修理経費を計上します。

予定金額

（２　前年度から変更・見直しした点）

単価の増（実績金額に見直し）、予定数量の増（実績数量に見直し）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

○

共通

（単位：千円）

４年度予算額

540

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　高速鉄道事業費 資産活用課01　営業費用

40　修繕費

60　運輸管理費

路線

ＢＬ

ＧＬ

計

5

― 7

単価 予定数量 予定金額

2



款： 項： 目：

節・細節： 戸田、浅田、坂井、松尾

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 運転シミュレータ保守点検（3000形）
（１　事業目的・内容）

動力車操縦者養成所の教材である運転シミュレータを長期にわたり断続して使用してゆくため保守点検を実施します。

（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）

共通

（単位：千円）

４年度予算額

350

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)

安全教育センター01　営業費用

40　修繕費

60　運輸管理費

予 算 額
○

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ



款： 項： 目：

節・細節： 戸田、浅田、坂井、松尾

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 運転シミュレータ保守点検（10000形）
（１　事業目的・内容）

動力車操縦者養成所の教材である運転シミュレータを長期にわたり継続して使用してゆくため保守点検を実施します。

（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）

60　運輸管理費 安全教育センター01　営業費用

40　修繕費

0 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 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)

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費

共通

（単位：千円）

４年度予算額



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）

合　　　　　　　計 4,490

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 4,490 地下鉄協会費

 予算額 4,490 4,490 0 ○

A B A　-　B

60　運輸管理費 石倉

４年度 ３年度 増△減

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 総務課



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　高速鉄道事業費 01　営業費用 システム推進課
60　運輸管理費 田中

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

56　旅費 179 関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会の出張旅費

 予算額 304 404 100△              ○

60　負担金 65 関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会会費

64　手数料 60 関東出改札システム講習会

合　　　　　　　計 304



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
60　運輸管理費 松本

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 システム推進課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 14,730

B

49　備消品費

A
3,295△             予算額 15,134 18,429

合　　　　　　　計 15,134

センター備消品

地下鉄後方業務支援システム保守委託、多目的デジタル案内板の保守委託、地下鉄運行ポータル保守

404



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）

130 センター備消品

地下鉄後方業務支援システム保守委託、多目的デジタル案内板の保守委託、地下鉄運行ポータル保守

合　　　　　　　計 4,859

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 4,729

B ○

49　備消品費

A
1,059△             予算額 4,859 5,918

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
60　運輸管理費 松本

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 システム推進課

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）

64　手数料

　（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　高速鉄道事業費 01　営業費用 人事課
60　運輸管理費 小泉

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 60 クレペリン用紙（定期用）

 予算額 1,279 3,191 1,912△            ○

50　被服費 1,014 新規採用者、異動・転入者、定期貸与対象者への制服の貸与

205 運転適性検査講習会

合　　　　　　　計 1,279



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）

過年度の実績及び業者からの見積を基に算出

　（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
60　運輸管理費 瀧澤、植村

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 7,710

B

49　備消品費

A
541△               予算額 7,777 8,318

合　　　　　　　計 7,777

64　手数料 58 固定資産管理システム使用料

固定資産シール

予算書及び決算書合本等負担金、乗車料収入等の検銭に係る費用の負担金

○

9



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）

建築保全労務単価等の上昇が見込まれるため、前年度より増加

　（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
60　運輸管理費 瀧澤

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

63　委託料

A
 予算額 11,200

合　　　　　　　計

乗車料収入等の集金に係る委託費用



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）

建築保全労務単価等の上昇が見込まれるため、前年度より増加

　（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
60　運輸管理費 瀧澤

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B ○

63　委託料

A
 予算額 2,200

合　　　　　　　計

乗車料収入等の集金に係る委託費用



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名： 髙澤、石黒

（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）

令和２年度決算、令和３年度決算見込み等をもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）

○

334 広告管理システムプロバイダ利用料、回線使用料

広告管理システム保守委託、広告媒体管理業務委託等

合　　　　　　　計 30,672

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 30,338

B

57　通信運搬費

A
69△                予算額 30,672 30,741

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
60　運輸管理費

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

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）

令和２年度決算、令和３年度決算見込み等をもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）
適切な貸付料算定に係る不動産鑑定（センター南北３箇所）

616

96　雑費 23,781 道路占用料（駅看板等）ほか

駅看板管球購入費

YS-VISIONニュースデータ表示費用、除草業務、不動産鑑定等

合　　　　　　　計 75,051

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 50,654

B

49　備消品費

A
704△               予算額 75,051 75,755

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
60　運輸管理費 髙澤、石黒

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名： 髙澤、石黒

（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）

令和２年度決算、令和３年度決算見込み等をもとに計上

　（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
60　運輸管理費

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 5,545

B ○A
6,990△            予算額 8,207 15,197

合　　　　　　　計 8,207

YS-VISIONニュースデータ表示費用ほか

96　雑費 2,662 道路占用料（駅看板等）ほか



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）

令和３年度実績を基に作成しました。

　（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
60　運輸管理費 笠原・本田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 安全管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

60　負担金

A
5,012△            予算額 500 5,512

合　　　　　　　計 500

交通ISAC年会費

○

500



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）

運転士養成に関わる旅費、動力車操縦者養成担当者連絡協議会に関わる旅費

高速鉄道運転士養成科教科書印刷製本

動力車操縦者養成担当者連絡協議会　会議費・資料作成費

運転免許申請料、運転法規研修講座受講料、運転理論研修講座受講料

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

○

474

58　印刷製本費 912

56　旅費

64　手数料 206

60　負担金 184

合　　　　　　　計 1,809

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 33

BA
353△               予算額 1,809 2,162

運転法規研修講座テキスト代、運転理論研修講座テキスト代、鉄道図書

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
60　運輸管理費 戸田、浅田、坂井、松尾

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 安全教育センター

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

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 営業課（高速）
60　運輸管理費 村川

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 438 事務用品、お客様SC用備品、長３封筒

 予算額 279,283 293,982 14,699△          ○

53　乗車券販売手数料 920 共通一日乗車券販売手数料

56　旅費 544 地下鉄業務協議会、審査事務研究会、定例市外・市内出張旅費

57　通信運搬費 1,036 料金受取人払郵便、クレジット決済システム通信費

58　印刷製本費 139 オートチャージ申込書印刷費、封筒印刷

60　負担金 1,172 鉄道の日負担金、関東ICカード相互利用協議会等

63　委託料 83,822 定期券発売委託、駅清掃コンサルティング委託等

64　手数料 177,730 PASMOデータ利用手数料、クレジットカード決済手数料等

74　広告宣伝費 13,382 業務用ポスターデザイン費、業務用ポスター印刷費等

96　雑費 100 タクシー借り上げ料

合　　　　　　　計 279,283



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）

駅清掃委託、駅高所壁面清掃、トイレ特別清掃等271,616

65　賃借料 2,407 上大岡駅再開発ビル使用料

乗車券製作費

上大岡京急連絡口、上大岡南口連絡口、新横浜駅５番出口保守管理費等

63　委託料

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 6,729

B

46　乗車券・帳表類

A
 予算額 343,083

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
60　運輸管理費 村川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 営業課（高速）

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

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 営業課（高速）
60　運輸管理費 村川

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 30,000 日吉駅連絡施設保守管理

 予算額 127,399 121,953 5,446

63　委託料 97,399 駅清掃委託、駅高所壁面清掃、トイレ特別清掃等

合　　　　　　　計 127,399



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）

賠償連絡協議会・運転業務研究会貸切バス借上げ費用

　（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 3,004

68　保険料 異常時総合訓練イベント保険

96　雑費

64　手数料 864 各種講習会受講料

65　賃借料 67 貸切バス借上げ

58　印刷製本費 216 第三者暴力防止ポスター、鉄道人身事故防止ポスター

60　負担金 198 各種協議会出席費用

56　旅費 1,170 各種協議会出席費用

57　通信運搬費 319 JR電話費用

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 170 各種講習会教材費

 予算額 3,320 316△              ○3,004
A B A　-　B

60　運輸管理費 吉田

４年度 ３年度 増△減

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



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）

事故対応

　（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 2,360

68　保険料 1,900 団体鉄道賠償責任保険

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 460

 予算額 2,360 02,360
A B A　-　B

60　運輸管理費 吉田

４年度 ３年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



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）

事故対応

　（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 905

68　保険料 605 団体鉄道賠償責任保険

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 300

 予算額 905 0905
A B A　-　B ○

60　運輸管理費 吉田

４年度 ３年度 増△減

様　式　Ａ

令和４年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



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　高速鉄道事業費 01　営業費用 駅務管理所

60　運輸管理費 弓野・小林

４年度 ３年度 増△減 ○

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

46　乗車券・帳表類 14,962 乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成

 予算額 16,094 16,248 154△              

59　事故費 294 定例賠償金

68　保険料 838 運送及び動産保険料

合　　　　　　　計 16,094



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　高速鉄道事業費 01　営業費用 駅務管理所

60　運輸管理費 弓野・小林

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

46　乗車券・帳表類 4,810 乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成

 予算額 5,166 3,843 1,323

59　事故費 87 定例賠償金

68　保険料 269 運送及び動産保険料

合　　　　　　　計 5,166



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　高速鉄道事業費 01　営業費用 上永谷乗務管理所
60　運輸管理費 二瓶　峰雄

４年度 ３年度 増△減 ○

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 80 事故処理用前渡金

 予算額 80 80 0

合　　　　　　　計 80



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）

車内の簡易な事故にかかる賠償費用等を支出します。

　（３　新規項目・主要事業等）

50 事故処理用前渡金

合　　　　　　　計 50

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

59　事故費

A
0 予算額 50 50

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
60　運輸管理費 土谷　浩史

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 新羽乗務管理所

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

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 川和乗務管理所
60　運輸管理費 枝　幸夫

４年度 ３年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 50 ドア挟み事故等簡易な事故前渡金

 予算額 50 50 0

合　　　　　　　計 50



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
60　運輸管理費 堀江

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 営業課（自動車）

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

46　乗車券・帳表類

A
260 予算額 992 732

合　　　　　　　計 992

53　乗車券販売手数料

74　広告宣伝費 306 みなとぶらりチケットリーフレットデザイン及び製作費、提携店用販促物作成など

みなとぶらりチケット（デジタル版）クレジットカード決済手数料64　手数料 46

56　旅費

60　負担金

310

みなとぶらりチケット乗車券販売手数料308

10 コンベンションビューロー賛助会員会費、会議参加費

みなとぶらりチケット及び企画乗車券デザイン、制作費など

12 ぶらり）他都市への出張



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
60　運輸管理費 岡田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 建設改良課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

63　委託料

A
85,071△           予算額 110,589 195,660

合　　　　　　　計 110,589

高速鉄道３号線延伸検討、帷子川橋脚撤去影響検討委託ほか110,589
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