
款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 軌道修繕費　材料費

（１　事業目的・内容）

　軌道施設の部材を購入する費用。

（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　年次表）

予　算　科　目 担 当
02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費

様 式 Ｅ

30

（単位：千円）

30

29年度予算額

所属： 上永谷保守管理所
31　軌道修繕費 担当者：

平成29年度　修繕費　事業計画書

共通

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○
予 算 額 30 0 30

中期経営計画 －

（単位：千円）
軌道修繕費　材料費 単価 数量 単位 金　額

軌道修繕費　材料費 1 式 30

合 計 30

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

事　　業　　費 30
債務負担設定

上段：繰越　(外数)



款： 項： 目：

節・細節： 幸田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 軌道修繕　部品材料

（１　事業目的・内容）

緊急の軌道修繕に必要な部品・材料を購入するための新羽保守管理所長に前渡する資金

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 新羽保守管理所

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

31　軌道修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 軌道修繕　部品材料　　　川和施設区

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

10　線路保存費

30年度予定 31年度予定 32年度以降

0 30 ○

総　　額

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

28年度予算 29年度予算

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 川和保守管理所01　営業費用

31　軌道修繕費

30

中期経営計画 －

30

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 30

山田龍夫

緊急の軌道修繕に必要な部品・材料を購入するため川和保守管理所長に前渡する資金



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤、江森

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充

（１　事業目的・内容）

(1) 外注工事支給用 交換作業を外注で行う際に、業者に交換材料を支給するために購入します。 軌道整備用、レール交換用、締結装置交換用等。

(2) 直営作業用 直営の修理・交換等で使用する材料を購入します（非常用予備材補充）。

＜事業費内訳＞ （　千円　）

組

H29上永谷基地整備事業

合　計

（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　年次表）

32年度以降 総　　額

分岐器予備材 1 式

108,026

緊急対応分 1 式

消費税及び地方消費税額 1 式

小計

10 本

200

200 本

組

5

5 組

直営用積み上げ

軌道用レール（普通）50N 10 本

軌道用レール（熱処理）50N

レール運搬費 20 本

Ｂ型分岐用継ぎ目板

Ｂ型分岐用継ぎ目板（段違い１mm）

Ｂ型分岐用継ぎ目板（段違い２mm）

Ｂ型分岐用継ぎ目板（段違い３mm）

Ｂ型分岐用継ぎ目板（段違い４mm）

継目板ボルトナット

YS-6型締結装置ボルト

YS-6型締結装置クリップ

20

94 組

組

　消費税及び地方消費税額 1 式

559 組

YS-3締結装置 147 組

H29締結装置交換事業

YS-1締結装置 136 組

YS-2締結装置

YP-1締結装置（地上） 67 組

YP-1締結装置（地下）

支給レール 1 式

  小計

Ｈ30レール交換事業

レール運搬費 111 本

 消費税及び地方消費税額 1 式

接着絶縁レール 8 本

軌道用レール（熱処理）50N 9 本

軌道用レール（普通）40N 10 本

PC-5 35 本

YP-4締結装置

PC-4

組

本

1 式

8 本

軌道用レール（熱処理）50N

単　価 数量 単位 金      額

0 本

レール運搬費 8 本

軌道整備事業

軌道用レール（普通）50N

伸縮継目レール

81,468

  小計

H29レール交換事業

YP-4締結装置 598

軌道用レール（普通）50N 92 本

　小計

108,026

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

式

0

0

108,026

 消費税及び地方消費税額 1

共通

（単位：千円）

29年度予算額

564,334 54,776

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 施設課01　営業費用

31　軌道修繕費

10　線路保存費

619,110

51

16

YP-3締結装置 14

本

200 個

組

5 組

5 組

  小計

合成まくらぎ 10 本

 消費税及び地方消費税額 1 式



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤

【　事　業　内　容　】

2 軌道整備

（１　事業目的・内容）

　列車の走行により、バラスト道床に繰り返し荷重がかかります。すると、軌道に変位が生じ、そのまま放置しておくと、

軌道部材（レール等）の歪みや劣化が早くなり、列車走行に支障をきたす恐れがあるばかりでなく、軌道材料の交換

周期が短くなることになります。そこで、軌道の変位を元に戻すことにより、列車走行の安全及び軌道の維持を図ります。

・軌道整備工Ⅰ（マルタイによる突き固め整備）　6，512ｍ

軌道整備工Ⅰの施工区間には、急曲線部分で定期的（３年毎）に施工する区間と、10年計画にて全線突き固めが

完了の区間と、軌道検測データ等により施工を決定する区間があります。

急曲線部分は、横浜～三ツ沢下町、岸根公園～新横浜の上下線になります。

・軌道整備工Ⅱ（人力よる突き固め整備）　2，414ｍ

軌道整備工Ⅱの施工区間には、新羽及びセンター北分岐器周り区間の突き固め（２年及び８年周期）及び、

関内～伊勢佐木長者町の１２５Ｒ区間と、固着したバラストの弾性を回復するための区間（吉野町～蒔田）があります。

・軌道整備工Ⅲ（車両基地人力による突き固め整備）　1,569ｍ

上永谷車両基地の６年周期及び１２年周期（H27年度未施工分含む）

・伸縮継目交換及び道床交換、軌道整備

仲町台～センター南間の伸縮継目部にレールの損傷及び慢性的な軌道狂いが生じているため、レールと道床の交換

及び軌道整備を行います。

・塩害対策に伴う道床清掃工

吉野町～三ツ沢下町間において、トンネル漏水による塩害が発生し、レール等に影響を与えていることから、

水洗浄による清掃により、レール等の損傷を防止して延命を行います。

・ＰＣ及びＲＣマクラギ交換

関内～長者町間においてマクラギ不良が起きているため交換します。

また、長者町～吉野町間で電蝕による締結装置不良が起きている部分があるため交換します。

＜事業費内訳＞ （　円　）

（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）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

事　　業　　費 176,062

債務負担設定 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

合計

千円単位切り上げ

軌道整備工事伴う電気工事

計

消費税及び地方消費税額

軌道工事直接工事費

諸経費

軌道工事計

塩害対策に伴う道床清掃工

ＰＣマクラギ交換工

ＲＣマクラギ交換工

軌道整備工－Ⅱ

軌道整備工－Ⅲ

伸縮継目交換

H29 備考

軌道整備

軌道整備工－Ⅰ

31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

【　事　業　内　容　】

3 レール交換

（１　事業目的・内容）

●レール交換工　5229sm

①レール交換の長期計画に基づき、レールの交換を行います。（4880sm）

・ 上り　長者～関内　  340sm

・ 下り　岸根～新横　  719sm

・ 下り　片倉～新横　1,398sm

・ 下り　北新～仲町　  481sm

・ 下り　横浜～下町　  695sm

・ 下り　弘明～大岡　  373sm

・ 下り　舞岡～戸塚　  874sm

②直営による巡回点検やレール検査等により損傷等が確認されているレールの交換を行います。　（349sm）

●埋込栓補修工　60箇所

レール交換に伴い、埋込栓不良か所の補修を行います。

＜平成29年度事業費内訳＞ （　千円　）

埋込栓補修工

合　計

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　平成28年度は工事の不調により、交換予定のレールが全て交換できなかったため、平成29年度に先送りしています。また、新たに発生した

　　損傷レールの交換を新規に要求しています。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

29年度予算額

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

工事費

軌道工事計

電気工事（諸経費含む）

レール交換事業 単　価 数量 単位 金      額

①レール交換工 1 式

②レール交換工 1 式

60 箇所

軌道工事諸経費 1 式

1 式

計

消費税及び地方消費税額

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 153,228



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

【　事　業　内　容　】

4 締結装置交換

（１　事業目的・内容）

・締結装置交換工　4,128ｍ

　締結装置は、バネ・ボルト・ゴム等で構成されている軌条部品です。レールとマクラギの間にあるこの部品は、列車

走行の繰り返し荷重を受けており、経年劣化による軌間（１，４３５mm）の拡大が発生し、限度を超えると、列車の脱

線事故を招くことになります。また、漏水区間のような腐食環境にある締結装置は、電食による損傷が生じます。

そこで、締結装置交換の長期計画に則り、締結装置の交換を行います。

入札不調のため、Ｈ２９年度はＨ２８年度工事（不調）と同内容です。

・関内～阪東橋（上り） ３３７ｍ ・桜木町～横浜（上り） １７２ｍ

・長者町～阪東橋（上り） ３５０ｍ ・高島町～三ツ沢上町（上り） ２９５ｍ

・阪東橋～吉野町（上り）　１４１ｍ ・高島町～三ツ沢上町（下り） １５６ｍ

・弘明寺～上大岡（上り） ５６４ｍ ・岸根公園～新横浜（下り）　７４ｍ

・関内～長者町（下り） ４４９ｍ ・新横浜～北新横浜（下り）　７３ｍ

・阪東橋～蒔田（下り） ３２３ｍ ・仲町台～センター南（下り）　３３３ｍ

・港南～下永谷（下り） ２０７ｍ ・センター北～中川（下り）　７４ｍ

・舞岡～戸塚（下り） ５８０ｍ

＜事業費内訳＞ （　円　）

（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）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 55,920

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

合計

諸経費

計

締結装置交換工（建設副産物運搬処分工含む）

小計

消費税及び地方消費税額

29年度予算額

中期経営計画 －

H29 備　　考

締結装置交換



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

【　事　業　内　容　】

5 上永谷車両基地分岐器交換

（１　事業目的・内容）

上永谷車両基地内に設置されている分岐器交換（バラスト道床部、レール部）及び渡り線道床交換を行います。

入札不調のため、Ｈ２９年度はＨ２８年度工事（不調）と同内容です。

・分岐器83　：　分岐器（上物）交換、道床交換、83～88ﾛ間道床交換、軌道整備

・分岐器97  ：　分岐器（上物）交換、道床交換、マクラギ交換、 軌道整備

・その他　　  ：　破損マクラギ交換

＜事業費内訳＞ （　円　）

（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）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 30,412

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

合計

計

消費税及び地方消費税額

軌道工事諸経費

軌道工事計

上永谷基地分岐器交換

83分岐器交換（83～88ﾛ道床交換含む）

97分岐器交換

破損マクラギ交換

軌道工事直工費計

電気工事（諸経費含む）

中期経営計画 －

H29 備考

29年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

【　事　業　内　容　】

6 レール探傷

（１　事業目的・内容）

レールは、列車荷重を直接受けることで摩耗、損傷したり、継目部から亀裂が生じたりします。また、漏水区間にあるレール

は、電食による損傷等が発生します。このような損傷が徐々に進行することにより、レール破断が引き起こされます。

そこで、このようなレール破断を未然に防ぐことを目的とし、レールの損傷及び亀裂状態を把握し、危険箇所の早期発見、

重点監視及び今後のレール交換計画の検討を行うため、レールの探傷を行います。

・レール探傷検査　（あざみ野～湘南台間上下線　延長 約79.8km）

牽引式超音波レール探傷器によりレールの損傷及び亀裂状態を測定します。

・レール探傷２次検査　２０箇所（見込み数量）

　上記検査により異常箇所が発見された場合に、必要に応じて２次検査（詳細調査）を行います。

　さらに、２次検査により損傷箇所があったと認められた場合には、直営により補強及び交換を行います。

　また、危険箇所があった場合には、破断事故を未然に防ぐため、直営により重点監視を行います。

＜事業費内訳＞ （　円　）

（２　前年度から変更・見直しした点）

平成22年度から24年度までは3年契約でしたが、分離分割発注のため、25、26，27年度は単年度契約としていました。

しかし、受託業者（入札参加業者）が限られるため、28年度から３年契約となって29年度は２年目となります。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

債務負担設定 40,674 40,674

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 20,866 20,337 20,337 0 0 61,540

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

合計 20,336,037

諸経費

計 18,829,664

レール探傷検査

レール探傷１次検査

レール探傷２次検査

小計

消費税及び地方消費税額 1,506,373

20,337

中期経営計画

H29 備考

29年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

【　事　業　内　容　】

7 レール削正

（１　事業目的・内容）

　軌道の急曲線部等では、レールと車輪の接触により、レール頭部に凹凸（波状摩耗）が発生します。

この波状摩耗の上を列車が通過すると、大きな騒音・振動が発生し、乗り心地に影響を与えたり、沿線住民にも騒音・振動の

影響を与えることがあり、お客様の声も寄せられています。

　また、繰り返しかかる列車荷重により、レール表層に疲労層が蓄積し、レール損傷等につながるおそれもあります。

　以上、お客様ＣＳ（乗り心地改善、騒音・振動対策）及びレール延命化を目的とし、レール削正を行います。

・レール削正（5,000ｍ）

車内環境改善及びレール延命： 2,300m

お客様対応（振動・騒音対応）区間：2,700ｍ

・溶接継目落ち箇所の部分削正　（削正数量 ５０か所）

溶接継目が経年劣化により落ち込んでしまったため、継目音が発生しています。

継目音低減と溶接継目損傷を防止するため、溶接部を部分的に削正し継目部を平滑に仕上げます。

・ 北新横浜～あざみ野　地上部（上下） 及び 苦情対応：５０箇所

＜事業費内訳＞ （円）

（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　年次表）

中期経営計画

29年度予算額

レール削正

合計

溶接落ち削正

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0

事　　業　　費 46,378

上段：繰越　(外数)

0

H29 備考

レール削正

消費税及び地方消費税額

諸経費

債務負担設定

お客様対応 削正での対応件数 対応できなかった件数

平成27年度レール削正 2055m 3件 4件

平成28年度レール削正 2922m 5件 0件



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤、江森

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充

（１　事業目的・内容）

(1) 外注工事支給用

交換作業を外注で行う際に、業者に交換材料を支給するために購入します。

軌道整備用、レール交換用、締結装置交換用等。

(2) 直営作業用

直営の修理・交換等で使用する材料を購入します（非常用予備材補充）。

＜事業費内訳＞ （　円　）

摩擦調整材

レール塗油用グリス

分岐器塗油用オイル

標準ゲージ

ケージジャッキー

継目用トルクレンチ

トルクレンチヘッド

YR4501 パッド（3mm）

YR4501 パッド（4mm）

YR4501 パッド（5mm）

YR4504 パッド（3mm）

YR4504 パッド（4mm）

YR4504 パッド（5mm）

YR4501 絶縁ゴム

YR4504 絶縁ゴム

YP4505 絶縁ゴム

RP締結装置埋込栓

RP締結装置ボルト

緊急対応分

計

消費税及び地方消費税額

小計

（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　年次表）

単　価 数量 単位 金      額

32年度以降

3,149 11,551

直営用積み上げ

72 缶

○

共通

（単位：千円）

29年度予算額

11,551

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

0

0

56,280 14,828

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 施設課01　営業費用

31　軌道修繕費

10　線路保存費

71,108

総　　額

6 缶

10 缶

1 本

4 基

2 本

1

枚

1,000 個

2 個

1,000 枚

500 枚

500

1,000

500

500

1,000

1,000

800

800

1

式

10,695,336

855,627

11,550,963

枚

枚

枚

個

個

本

本

式



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤

【　事　業　内　容　】

2 軌道整備

（１　事業目的・内容）

　列車の走行により、バラスト道床に繰り返し荷重がかかることから軌道に狂いが生じ、そのまま放置しておくと、

軌道部材（レール等）の歪みや劣化が早くなり、列車走行に支障をきたす恐れがあるばかりでなく、軌道材料の交換周

期が短くなることになります。そこで、軌道の狂いを元に戻すことにより、列車走行の安全及び軌道の維持を図ります。

・軌道整備工Ⅲ（車両基地内人力による突き固め整備）

軌道保守長期計画に則り、車両基地全線の約1/6を整備（突き固め）します。

＜事業費内訳＞ （　円　）

軌道工事計直接工事費

（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）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

31　軌道修繕費 担当者：

29年度予算額

中期経営計画 －

単　価 数量 単位 金      額

軌道整備

軌道整備(直線部） 526 ｍ

軌道整備（曲線部） 300 ｍ

軌道整備工（7＃SC） 1 基

軌道整備工（６＃片・両開き） 6 基

諸経費 1 式

軌道工事計

電車工事（諸経費込）

計

消費税及び地方消費税額

合計

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 6,441

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

31　軌道修繕費 担当者：

【　事　業　内　容　】

3 レール探傷

（１　事業目的・内容）

レールは、列車荷重を直接受けることで摩耗、損傷したり、継目部から亀裂が生じたりします。また、漏水区間にあるレール

は、電食による損傷等が発生します。このような損傷が徐々に進行することにより、レール破断が引き起こされます。

そこで、このようなレール破断を未然に防ぐことを目的とし、レールの損傷及び亀裂状態を把握し、危険箇所の早期発見、

重点監視及び今後のレール交換計画の検討を行うため、レールの探傷を行います。

・レール探傷検査　（中山～日吉間上下線全線　延長 約25.6km）

牽引走行式超音波レール探傷器によりレールの損傷及び亀裂状態を測定します。

＜事業費内訳＞ （　円　）

（２　前年度から変更・見直しした点）

平成22年度から24年度までは3年契約でしたが、分離分割発注のため、25、26，27年度は単年度契約としていました。

しかし、受託業者（入札参加業者）が限られるため、28年度から３年契約となって29年度は２年目となります。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

29年度予算額

6,416

中期経営計画

H29 備考

レール探傷検査 6,415,562

レール探傷１次検査

諸経費

合計 6,415,562

計 5,940,336

消費税及び地方消費税額 475,226

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 6,645 6,416 6,416 0 0 19,477

債務負担設定 12,832 12,832

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

31　軌道修繕費 担当者：

【　事　業　内　容　】

4 レール削正

（１　事業目的・内容）

レールと車輪の接触疲労等により、曲線部を中心にレール頭面にきしみ割れ（ひび割れ状の亀裂）が発生しています。

このきしみ割れが成長することで、レールにはく離が生じ、騒音・振動が発生したり、レール破断につながる恐れもあります。

上記の対策として、レール頭部を研磨・削正し、レールの凹凸及び疲労層を除去し、乗り心地改善や騒音・振動の改善及び

レール損傷の抑制を行います。

削正延長（4,530ｍ）

　グリーンライン全線でレールきしみ割れの調査及び車内の騒音測定を行い、優先的にレール削正を実施する必要がある箇所を選定しました。

安全運行維持及び車内環境改善のため、きしみ割れ区間の削正を行います。

＜事業費内訳＞ （円）

（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　年次表）

29年度予算額

中期経営計画

合計

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定

0

事　　業　　費 40,045

上段：繰越　(外数)

0

H29 備考

レール削正

レール削正

諸経費

消費税及び地方消費税額



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 諸構築物繕費　材料費

（１　事業目的・内容）

　構築施設の部材を購入する費用。

（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　年次表）

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度予算額

予　算　科　目 担 当
02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 上永谷保守管理所
32　諸構築物及び諸設備修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○
予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

（単位：千円）

中期経営計画 －
30

（単位：千円）
諸構築物繕費　材料費 単価 数量 単位 金　額

諸構築物繕費　材料費 1 式 30

合 計 30

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費 30 30



款： 項： 目：

節・細節： 幸田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 諸構築物及び諸設備修繕　部品材料

（１　事業目的・内容）

緊急の諸設備修繕に必要な部品・材料を購入するための新羽保守管理所長に前渡する資金

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

中期経営計画 －

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

32　諸構築物及び諸設備修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 新羽保守管理所



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 諸構築物及び諸設備修繕　部品材料　　　川和施設区

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

10　線路保存費

30年度予定 31年度予定 32年度以降

0 30 ○

総　　額

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

28年度予算 29年度予算

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 川和保守管理所01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

30

中期経営計画 －

30

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 30

山田龍夫

緊急の諸構築物及び諸設備修繕に必要な部品・材料を購入するため川和保守管理所長に前渡する資金



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料費

（１　事業目的・内容）

・コンクリートパネルは、フェンスの補修等の緊急対応として使用します。

・その他、諸構築物の維持管理に必要な材料費を計上します。

○事業費内訳 （単位：千円）

▲コンクリートパネル（フェンス緊急対策） ▲排水溝蓋（アンチｽﾘｯﾌﾟﾟ鋼板）

（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　年次表）

0

2,070
消費税（８％） 165

合計

28年度予算

2,235

1,070

0

単位 金額

コンクリートパネル 30 枚

その他 1 式

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

総　　額

257,463 54,740△  

30年度予定 31年度予定

単価 数量

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額
○

2,235

10　線路保存費

202,723

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

共通

（単位：千円）

29年度予算額

中期経営計画 －

排水溝蓋 150 枚

小計

品名

32年度以降29年度予算

2,235



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

【　事　業　内　容　】

2 排水溝清掃工事

（１　事業目的・内容）

　　　　駅部や隧道内の排水溝に滞留した遊離石灰、粉塵等による排水不良は、悪臭等の原因となるため、排水溝を清掃し、

　　　駅の美化に努めます。（事業は毎年度実施します。）

（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）

（４　年次表）

0

事　　業　　費 8,264

対 象 数　　　量
　計2,998ｍ

　計2,736ｍ

　計2195ｍ上大岡駅（上下）、関内駅（待避線）、一般部ずい道　

上大岡駅（下）、新横浜駅（上下）、あざみ野駅（上下）、一般部ずい道

舞岡駅（上下）、上大岡駅（下）、三ツ沢下町駅（上下）、三ツ沢上町駅（上下）、一般部ずい道

平成30年度

年度
平成28年度

平成29年度

上段：繰越　(外数)

債務負担設定

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

10　線路保存費

29年度予算28年度予算

中期経営計画 －

総　　額30年度予定

29年度予算額

0

31年度予定 32年度以降



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

3 構造物検査委託

（１　事業目的・内容）

・車両天井部にコンクリート片の落下が発見されたことを受けて、今後一層の列車運行の安全性維持を行うこと

を目的に通常全般検査Ⅱ（状態の悪い箇所）を毎年実施します。

・構造物を十分な照明を用いて入念な近接目視、打音検査等詳細検査を目的とした国土交通省通達の２０年を

超えない期間ごとに行わなければいけない特別全般検査を５年計画で行います。

・下永谷・片倉トンネルのクラック幅の測定を行い、トンネル変状の追跡を行います。

※平成29年度対象箇所

（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　年次表）

１号線　関内～湘南台 十分な照明を用いての徒歩による目視検査

通常全般検査Ⅱ １・３号線　湘南台～あざみ野
前回の検査時の結果に基づき必要な箇所の
目視及び打音検査

・構造物の変状を調査し、劣化進行の予測及び健全度を把握するために、国土交通省通達に基づき２年に１回
行うこととされる通常全般検査Ⅰを行います。

特別全般検査 １号線　港南中央～湘南台 近接による入念な目視及び打音検査

検査項目 検査対象 検査方法

通常全般検査Ⅰ

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算

山岳トンネルひび割れ測定 下永谷・片倉トンネル クラック幅の測定、追跡調査

29年度予算額

66,139

30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0

150,000

66,139

66,139

構造物検査計画表
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度

複数年契約 26年度 27年度 36年度

■通常全般検査Ⅰ

　1号線（関内～湘南台間）
　3号線（あざみ野～関内間）
　4号線（中山～日吉間）
　CADデータ更新
■特別全般検査
　1号線（関内～湘南台間） 11.01km 17.93km
　3号線（あざみ野～関内間） 6.4km 10.12km 18.79km

　4号線（中山～日吉間）

■通常全般検査Ⅱ（個別検査）

　1号線（関内～湘南台間）
　3号線（あざみ野～関内間）
　4号線（中山～日吉間）
■通常全般検査Ⅱ（ｼｰﾙﾄﾞｷｬｯﾌﾟ）
　4号線（中山～日吉間） ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③

24～25年度

2年契約 2年契約

28～29年度 30～31年度 32～33年度 34～35年度

特別全般検査 ５年計画



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

10　線路保存費

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：

【　事　業　内　容　】

4 トンネル内測量委託

（１　事業目的・内容）

・水準測量

高速鉄道構内に設置してある水準点（20～50m間隔）の測定を順次行います。

測定箇所：北新横浜～岸根公園間、あざみ野～北新横浜間、岸根公園～横浜間

・内空断面測定

シールドトンネルの内空断面（50～100m間隔）を測定します。

測定箇所：大江橋シールド・平沼シールド・鶴見川シールド・宮元町シールド・片倉町トンネル

（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　年次表）

0

総　　額30年度予定 31年度予定29年度予算

中期経営計画 －

29年度予算額

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算

10,801

32年度以降

0



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

【　事　業　内　容　】

5 漏水補修工事

（１　事業目的・内容）

山岳トンネル断面図 受け樋標準図

（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　年次表）

32年度以降

51,161

28年度予算 29年度予算 総　　額30年度予定 31年度予定

0

0

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

中期経営計画

土木構造物や軌道構造物の劣化因子となる漏水の対策として、これまでに受け樋の設置を行って
きましたが、経年劣化による受け樋自体の落下による列車運行への影響を事前に防止する必要があ
ります。そのため、設置後概ね20年を経過した受け樋を対象として、計画的に更新することとしま
す。
また、新規漏水部については、漏水箇所の区間や位置、漏水量などにより受け樋設置と止水注入

を使い分けて対処します。

29年度予算額

L

L

開削トンネル断面図



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

6 構築補修工事

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

7 諸構築修理

（１　事業目的・内容）

　　　地下鉄の安全運行の確保やお客様向けサービス施設等の維持を目的として、トンネル内の補修、敷地内のフェンス修理及び

　　舗装修理など、土木構造物の修理を緊急に行います。

（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）

29年度予算額

5,000

中期経営計画 －

2,862

債務負担設定
事　　業　　費

32年度以降

0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

開業後35年以上経過している横浜～上永谷間を中心として、中間杭跡などの小規模な浮き及び剥
離を生じている箇所について、剥落による列車運行への影響を事前に防止する必要があります。
そのため、浮き及び剥離箇所を抽出し、計画的に断面補修を行います。

29年度予算額

中期経営計画 －

総　　額

0上段：繰越　(外数)



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

10　線路保存費

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

【　事　業　内　容　】

8 北新羽敷地内補修工事

（１　事業目的・内容）

（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　】

9 新羽車両基地敷地内整備工事

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

債務負担設定
事　　業　　費

上段：繰越　(外数)

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0 0 0 0

中期経営計画

29年度予算額

　3号線新羽駅～仲町台間の北新羽変電所において、周辺の地盤地下により当局敷地内の舗装及び排水溝が損傷し、敷地内の排水が隣接地に流
れ込んでいることから、舗装及び排水溝等の改修を行う。

中期経営計画

0

0

　　　　新羽車両基地敷地内の整備を行う中で、新設道路と既存道路の接続を行いますが、既存道路が傷んでいるため舗装の打換えを行います。

29年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料費

（１　事業目的・内容）

・スチール製単管バリケード、立入禁止看板、駐車禁止看板、単管パイプ、トラロープを進入防止用に購入します。

○事業費内訳 （単位：千円）

▲スチール製単管バリケード、単管パイプ ▲立入禁止看板 ▲駐車禁止看板

（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　年次表）

品名 規格・形状

10

小計
消費税（８％）

計上

φ48.6mm L=4m 厚さ2.4mm

合計

単位

台スチール製単管バリケード

その他

単管パイプ

立入禁止看板

駐車禁止看板

トラロープ φ12mm L=100m

32年度以降 総　　額

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

5
5

○

金額

40
数量単価

鉄板

鉄板

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

171,821

中期経営計画 －

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

89,044 82,777

252
12

264

264

共通

0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

1

本

式

（単位：千円）

29年度予算額

264

0

264

4 本

枚
枚

465



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

【　事　業　内　容　】

2 構造物検査委託

（１　事業目的・内容）

・車両天井部にコンクリート片の落下が発見されたことを受けて、今後一層の列車運行の安全性維持を行うこと

を目的に通常全般検査Ⅱ（状態の悪い箇所）を毎年実施します。

・構造物を十分な照明を用いて入念な近接目視、打音検査等詳細検査を目的とした国土交通省通達の２０年を

超えない期間ごとに行わなければいけない特別全般検査を５年計画で行います。

・４号線シールドトンネルのシールドキャップを近接目視・打音検査を行い、緩みの確認を行います。

※平成29年度対象箇所

（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　年次表）

3,040

3,0409,616

10　線路保存費

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算

29年度予算額

3,040

30年度予定 31年度予定

0

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

総　　額

・構造物の変状を調査し、劣化進行の予測及び健全度を把握するために、国土交通省通達に基づき２年に１回
行うこととされる通常全般検査Ⅰを行います。

32年度以降

シールドキャップ点検 日吉ずい道、日吉本町ずい道 目視及び打音検査を行い、緩みの確認

検査項目 検査対象 検査方法

通常全般検査Ⅱ ４号線　中山～日吉
前回の検査時の結果に基づき必要な箇所の
入念な目視及び打音検査

構造物検査計画表
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度

複数年契約 26年度 27年度 36年度

■通常全般検査Ⅰ

　1号線（関内～湘南台間）
　3号線（あざみ野～関内間）
　4号線（中山～日吉間）
　CADデータ更新
■特別全般検査
　1号線（関内～湘南台間） 11.01km 17.93km
　3号線（あざみ野～関内間） 6.4km 10.12km 18.79km

　4号線（中山～日吉間）

■通常全般検査Ⅱ（個別検査）

　1号線（関内～湘南台間）
　3号線（あざみ野～関内間）
　4号線（中山～日吉間）
■通常全般検査Ⅱ（ｼｰﾙﾄﾞｷｬｯﾌﾟ）
　4号線（中山～日吉間） ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③

24～25年度

2年契約 2年契約

28～29年度 30～31年度 32～33年度 34～35年度

シールドキャップ点検計画

起点 終点 延長 番号 点検年度

0ｋ940 1ｋ392.5 440.5

1ｋ511.5 2ｋ653 1141.5

2ｋ761 4ｋ101.5 1340.5 ③

4ｋ427 5ｋ558 1131 ④ 31年度

5ｋ678 7ｋ077 1399 ⑤ 32年度

8ｋ416 9ｋ501 1085 ⑥ 33年度 26年度済

11ｋ976 12ｋ811 835 ① 28年度

計 7372.5

29年度

ずい道名

高田ずい道 30年度

日吉本町ずい道
②

日吉ずい道

青砥町ずい道複

茅ヶ崎ずい道

北山田ずい道

東山田ずい道



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

10　線路保存費

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

【　事　業　内　容　】

3 トンネル内測量委託

（１　事業目的・内容）

　　　都筑ふれあいの丘・川和町間のトンネル地上部にある富士見が丘擁壁に変状の追跡調査を目的とし、計画的に（１回/年）

　　測量を実施します。測点数20か所

○富士見が丘石積擁壁

0

（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　年次表）

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算

407

32年度以降

0

29年度予算額

中期経営計画 －

総　　額30年度予定 31年度予定29年度予算

0



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

【　事　業　内　容　】

4 漏水補修工事

（１　事業目的・内容）

山岳トンネル断面図 受け樋標準図

（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　年次表）

32年度以降

3,000

28年度予算 29年度予算 総　　額30年度予定 31年度予定

0

0

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

中期経営計画

土木構造物や軌道構造物の劣化因子となる漏水の対策として、これまでに受け樋の設置を行って
きましたが、経年劣化による受け樋自体の落下による列車運行への影響を事前に防止する必要があ
ります。そのため、設置後概ね20年を経過した受け樋を対象として、計画的に更新することとしま
す。
また、新規漏水部については、漏水箇所の区間や位置、漏水量などにより受け樋設置と止水注入

を使い分けて対処します。

29年度予算額

L

L

開削トンネル断面図



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

鋼構造物補修工事

02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

10　線路保存費

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：

【　事　業　内　容　】

5 鋼構造物補修工事

（１　事業目的・内容）

塗装の塗替えを計画的に実施します。

○平成２９年度　塗装補修工事

鶴見川橋梁川和町～中山間トラス橋

（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　年次表）

30年度予定 31年度予定29年度予算

詳細な調査・設計を実施しました。また、労務単価の増加に伴い、工事金額の増額を見込みました。

32年度以降

中期経営計画

鋼板や鋼構造物において、表面の塗装が劣化することによる鋼材の腐食等を防ぐため、補修計画をもとに

29年度予算額

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 総　　額

0

0

66,172



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

6 川和車両基地周辺道路補修工事

（１　事業目的・内容）

      所管替え前の完了検査を受けるにあたり、道路の舗装や縁石等の補修が必要なため、補修費用を計上します。

（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）

【　事　業　内　容　】

7 諸構築修理

（１　事業目的・内容）

　　　地下鉄の定期運行の確保やお客様向けサービス施設等の維持を目的として、トンネル内の補修、

　　敷地内のフェンス修理及び舗装修理など、土木構造物の修理を緊急に行います。

（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）

29年度予算額

         川和車両基地の周辺道路は、現在、交通局で維持管理していますが、 終的には道路局へ所管替えする予定です。

29年度予算額

中期経営計画

▲周辺道路状況【写真①】 ▲周辺道路状況【写真②】

2,000

中期経営計画 －

写真②

写真①



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

8 川和車両基地敷地内舗装等工事

（１　事業目的・内容）

・川和町駅と接続する歩道橋上の点字ブロックの破損がみられるため撤去し新設します。

（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）

【　事　業　内　容　】

9 川和車両基地地盤変状に伴う概略調査・検討設計

（１　事業目的・内容）

盛り土部の経年沈下による転削線軌道道床面、電力ハンドホール等の補修に伴う調査及び工事発注に伴う設計を行う。

転削線引き留め鉄柱の傾斜 電力ハンドホールの沈下

（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）

▲点字ブロック ▲点字ブロック

中期経営計画

29年度予算額

中期経営計画 －

29年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 星野、宮田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 高速鉄道事業会計店舗施設等修繕費

（１　事業目的・内容）

（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 センター南駅店舗用設備更新費

（１　事業目的・内容）

（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 新横浜交通ビル計量器交換

（１　事業目的・内容）

（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）

　高速鉄道事業会計で設置した交通局財産については、交通局が修繕をする必要があります。当課で所管し貸し付けを行っている、駅構内店舗などの設備（建具、冷
暖房設備など）や店舗内での漏水対応については、継続して有効活用ができるよう、修繕を速やかに行い、年間を通じた対応を行います。

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 事業開発課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

7,264

中期経営計画 お客様に向けて（13）駅構内店舗の開発と活性化の推進

共通

（単位：千円）

29年度予算額

1,620

1,620 5,644

中期経営計画 地方公営企業としての責任と経営基盤の強化（６）附帯事業収入の確保・増収対策

　新横浜交通ビルは当局と横浜交通開発株式会社で区分所有をしている建物で、現在地上１階から６階部分を外部事業者にテナント貸付しており、年間約５千万円
ほどの収入を得ています。
　同ビルの電気設備や給水設備に設置している計量器類（電気及び水道メーターが該当。）については、計量器の有効期限が計量法に定める有効期限をむかえます
ので交換を行います。
　計量法においてはテナントビルの管理者が一括して電力会社や水道局に支払った光熱水費（親メータ取引という。）を、各入居者の使用量に応じて課金するために
設置した計量器を子メーターといい、電気メーターは最大10年、水道メーターは８年での交換が定められています。
　新横浜交通ビル内の子メーターのうち、交換費用を当局で負担する台数は、当局が建物を区分所有する地下２階から地上３階までの施設に設置されているものとな
り、内訳は電気メーター15台、水道メーター７台となります。
　施工については新横浜交通ビルの公有財産賃貸借契約に基づき、横浜交通開発会社が行い、当局が費用を負担する形で行います。

29年度予算額

中期経営計画 お客様に向けて（13）駅構内店舗の開発と活性化の推進

センター南駅については、店舗運営にかかる局財産の設備を、横浜交通開発が維持管理しております。耐用年数を超えている設備も多く、同時期に建設されたセン
ター北駅でも設備不良が多くみられることから、優先度の高いものから設備更新を行います。

29年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 幸田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 建物修繕　部品材料

（１　事業目的・内容）

緊急の建物修繕に必要な部品・材料を購入するための新羽保守管理所長に前渡する資金

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

中期経営計画 －

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

予 算 額 30 0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 新羽保守管理所

33　建物修繕費

様 式 Ｅ



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充事業（営繕分）

（１　事業目的・内容）

【主な補充材料】

蓄光誘導標識修理・鉄部補修用ペンキ類・粘着剥離剤・トイレブース部品等

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

2 材料補充事業（機械分）

（１　事業目的・内容）

　　機能を回復し、お客さまサービスの低下を防止します。

　　＊購入機材 ：　お客さまトイレ用衛生器具類・送風機用Vベルト・制御用電気部品等

（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　年次表）

事　　業　　費 1,672 1,756 0 0 0 3,428
債務負担設定 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

上段：繰越　(外数)

29年度予算額

共通

（単位：千円）

29年度予算額

1,756

ブルーラインでの直営作業による修理に必要な作業用具・材料の補充をし、機械設備及び建築施設等の機能を維持します。

548,461 △ 12,830

32年度以降 総　　額

0

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

535,631

中期経営計画 －

2,244

中期経営計画 －

 　　　ブルーライン駅・車両基地等で発生した設備故障に対し、迅速な復旧作業を行うための直営修理に必要な設備材料を補充し、各種設備の

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 4,488
債務負担設定 0

0 0 02,244 2,244



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

3 駅施設建築修繕工事

（１　事業目的・内容）

一件修理

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

4 案内サイン等製作業務委託

（１　事業目的・内容）

〇　平成２５年度から平成２７年度の委託費の平均額に労務費割増分を上乗せし計上します。 

（委託費の推移） 千円（税込）

（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　年次表）

総委託費 1,076 624 1,687

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費 0

29年度予算額

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

総工事費 7,865 12,920 13,676 14,728

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

29年度予算額

　ブルーライン地下鉄各施設（３２駅・１８変電所・２車両基地）で発生する突発的な故障の緊急修理を行います。

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

上段：繰越　(外数) 0

工事額 工事額 工事額 設計額 予算額

129 56 84
計 1,205 680 1,771

事　　業　　費 19,876
債務負担設定 0

労務費割増

0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0

中期経営計画 お客様に向けて（18）分かりやすく、使いやすい駅の実現

　　　　ブルーライン駅構内の案内サインにおける記載内容の変更や不良箇所の貼り替え等に速やかに対応するため、盤面の製作、貼付け等
　　の業務委託を行うものです。

２５年度 ２６年度 ２７年度 ３年間の平均

債務負担設定

1,484

２５年度 ２６年度 ２７年度 計 3年間平均 割増

工事額 工事額 工事額

総工事費 767 2,338 1,347 4,452



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

5 漏水受樋取付工事

（１　事業目的・内容）

（参考）工事費の推移と平成28年度予算要求額

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

6 竪排水管清掃業務委託

（１　事業目的・内容）

平成29年度予定数量

（参考）予算額の推移

（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　年次表）

〇平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

２５年度 ２６年度

29年度予算額

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

　地下駅や地上高架下部等では、土木躯体より漏水が発生し、接客障害や重要機器類の故障など営業事故に繋がる恐れがある
ことから、緊急対応として漏水受樋の取付工事を実施するものです。年度当初に予定数量及び単価を定めた契約を行います。

　ブルーライン地下鉄各施設には、土木構築からの漏水やその他排水（湧水等）を処理するための竪排水管が設置されています
が、当該排水の水質や異物等により管の閉塞が進行した場合、駅施設への漏水等の原因となるだけでなく、溜まり水による異臭・
蚊等が発生し、お客様や駅設備に対し影響を及ぼします。
　このため、本委託業務では、特殊清掃機具等を使用した管の詰まり除去や、側溝等の清掃を行うことで、適切な駅排水機能を維
持し、お客様や駅施設への障害の低減を図ります。

千円（税込）

２７年度 計 3年間平均 割増

7,553

工事額 工事額 工事額

総工事費 9,212 6,592 6,856 22,660

事　　業　　費 10,546

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

中期経営計画 －

作業項目 予定数量

竪排水管清掃（昼） 20（本）

債務負担設定 0

29年度予算額

26年度 27年度 28年度 29年度要求額

予算額 1,841 2,316 2,808

竪排水管清掃（夜） 15（本）

側溝等清掃（昼） 80（m）

側溝等清掃（夜） 50（m）

○平成29年度は平成28年度予算額に労務費割増分を上乗せし計上します。

千円（税込）

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 2,808



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

7 屋根清掃業務委託

（１　事業目的・内容）

［委託内容］

・屋上部、屋根部清掃

・屋上部、屋根部除草

・除草部薬剤散布

・ゴミ等運搬

（参考）予算額の推移

（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　年次表）

　本業務は、通常点検を行えない変電所、基地等の地下鉄施設や地上部駅舎、各駅出入口等の屋上部について清掃を行うもので
す。この清掃において、当該部分の排水溝等の塵埃・枯葉・ゴミ等を除去することで、建物屋上部の防水機能の保全が図れるだけ
でなく、排水障害に起因する重要施設内部や接客部分への漏水を軽減し、地下鉄設備の保護や駅機能の確保を図ります。

29年度予算額

予算額 998 1,015 990

中期経営計画 －

〇平成29年度は平成28年度の予算額に、清掃箇所割増、労務費割増分を上乗せし、計上します。

千円（税込）

26年度 27年度 28年度 29年度

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 990

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

8 自動ドア点検業務委託

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

29年度予算額

中期経営計画 －

　ブルーライン24施設42か所の自動ドアについて、正常な動作を確保し、お客様の挟み込みや閉じ込め等のトラブルを未然
に防ぐため、保守点検の委託を行います。

メーカー 項目 点検回数 数量 増減

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年

行政サービスコーナー ３回/年

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年 3

行政サービスコーナー ３回/年

計 42 2

　自動扉はマイコン制御となっており、設備の各機構やシステム等の現状把握、蓄積された修理実績および点検データは、製
造業者または直結した体制を整えている保守会社のみ内容の解析ができることとなっています。故障や閉じ込め事故の短時
間復旧のため、このようなデータを活用した点検委託について模索してまいります。

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

事務室等 ３回/年 ▲ 1

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年

行政サービスコーナー ３回/年

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 1,067



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

9 止水板等部品更新業務委託

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

29年度予算額

中期経営計画

　　　　ブルーライン20駅の出入口に設置されている止水板について、今年度点検を行ったところ止水板の継目に設置されているゴム部の劣化が
　　みられることから、ゴム部の修理及び現場での組立・点検の委託を行います。
　　　　本修理は３か年に分けて行い、平成29年度は、６駅30か所の修理を行います。

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 0

平成29年度 平成30年度 平成31年度

修理か所数 30か所 27か所 27か所

修理駅

岸根公園
片倉町

三ツ沢上町
三ツ沢下町

横浜
戸塚

新横浜
関内

伊勢佐木長者町

北新横浜
高島町
桜木町
阪東橋
蒔田

弘明寺
上大岡

港南中央
下永谷
舞岡
中田

高田（GL）



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

10 駅施設シャッター修理

（１　事業目的・内容）

（修理費の推移）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

11 自動ドア修理

（１　事業目的・内容）

（参考）修理費の推移と平成28年度予算要求額

（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　年次表）

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 1,206

債務負担設定 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

修理額 修理額

債務負担設定

29年度予算額

中期経営計画 －

ブルーライン各施設（３２駅・２車両基地）のうち自動ドア保守点検業務委託の点検結果に基づき不具合箇所を修理します。

○平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

２５年度 ２６年度

千円（税込）

２７年度

修理費 1,705 866 3,767 2,113

－

25年度 26年度 27年度 ３年間の平均

29年度予算額

中期経営計画

0

事　　業　　費 1,925

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0

上段：繰越　(外数)

修理額

総工事費 647

計 3年間平均 割増

2,077 446 3,170 1,057

　ブルーライン地下鉄各施設（３２駅・８変電所・２車両基地）のうち駅施設の出入口管理シャッター・潜り戸・電動トップライト・
排煙窓等の定期点検結果に基づき、不具合箇所を修理します。

○平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

千円（税込）



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

12 出入口上屋等改修工事

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

13 外壁改修工事

（１　事業目的・内容）

（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）

0

29年度予算額

中期経営計画 －

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 0

債務負担設定

29年度予算額

中期経営計画 －

　ブルーライン開業当初から建設されている 戸変電所にて外壁のひび割れ等が原因と考えられる漏水が発生しています。電気室
にも漏水が発生していたため早急な対応が必要です。
　本工事では、外壁のひび割れ、巾木のひび割れ及びサッシの補修工事を行います。

　駅出入口上屋には、明るい空間にするために大きな窓や天窓が採用され、窓の周囲などにシーリングが使用されていますが、
シーリングは風雨や日照により劣化が進みやすく、壁や屋根材より先に劣化し、そこから漏水が発生します。シーリングの補修を
することで、漏水を減らすことができ、また、建物の寿命を延ばすことができます。今後、お客様スペースを優先させ、改修を行っ
ていく必要があります。
　29年度は、3駅5か所の出入口、2駅7か所の天窓の改修を行います。



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

14 運賃改定等に伴う定期券運賃表等改修

（１　事業目的・内容）

(1) 改修サイン

・お客様サービスセンター内サイン（区界表、地下鉄定期券運賃表、地下鉄バス定期券運賃表等）

・券売機用定期券運賃表

（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）

券売機用定期券運賃表

区界表、地下鉄定期券運賃表、地下鉄バス定期券運賃表等

29年度予算額

中期経営計画 －

　平成29年度に予定されている市営地下鉄定期券の運賃の改定に伴い、駅構内に設置されている定期券運賃表について、記載内
容の変更が生じます。
　つきましては、新運賃制度に適した表示とするための改修を行います。



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

15 昇降機保守委託事業（BL）

（１　事業目的・内容）

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

順次、単年契約から複数年契約へ移行

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
「建築基準法」法定点検＿年1回
「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」定期点検＿月1回

（４　年次表）

0

事　　業　　費 210,297

合 計 80 合 計 125

①-2 エレベーター ②-2 エスカレーター

項　　目 台数

　ブルーライン各駅等に設置しているエレベーター・エスカレーターを整備要領及び関係法令・規則・条例等に従い保守点検を行い、
昇降機の機能を常に良好な状態に維持します。
　なお、昇降機保守点検は、故障発生の際にも即日復旧対応を可能とするフルメンテナンス契約（定期点検のほか補修・緊急対応
を含む）とし、お客様へのご不便を軽減させます。

台数

 BL2駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ清掃 2  BL3駅ｴｽｶﾚｰﾀｰ清掃 9

合 計 2 合 計 9

29年度予算額

①-1 エレベーター ②-1 エスカレーター 備考

項　　目 台数 項　　目 台数

 BL32駅+2基地ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ点検保守 80  BL27駅ｴｽｶﾚｰﾀｰ点検保守 125

項　　目

中期経営計画 －

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定

上段：繰越　(外数)



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

16 排水槽その他清掃業務委託事業

（１　事業目的・内容）

内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

１．排水槽清掃：軌道・土木工事に伴い汚泥堆積によりポンプの運転性能に影響を与えるため

　　大江橋中間ポンプ場：2回→4回に清掃回数増加。 戸橋中間排水ポンプ場：2回→3回に清掃回数増加

２．汚水槽清掃：攪拌機動作不良に伴いスカムが発生しポンプ揚水不良の原因となるため

　　横浜駅引抜き清掃1回→2回に清掃回数増加。舞岡駅引抜き清掃0回→2回に清掃回数増加

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

汚水槽：「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」
受水槽：「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」、
        「水道法施行規則」、「横浜市簡易専用水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的飲料水の
  　　　確保に関する条例施行規則」 
浄化槽：「浄化槽法」 

（４　年次表）

　ブルーライン各駅等に設置している排水槽・汚水槽・受水槽・中水槽・浄化槽を整備心得・要領及び関係法令・
規則・条例等に従い槽清掃及び保守点検を行い、槽の衛生的環境を良好な状態に維持します。

29年度予算額

中期経営計画 －

 排水槽その他清掃委託 40か所
 排水槽(５か所) 年1～2回
 汚水槽(33か所) 年2～6回
 中水槽(２か所) 年1回

 受水槽清掃委託 10か所  受水槽 年1回

 浄化槽清掃委託 １か所  浄化槽 年1回

事　　業　　費 11,463

設備数 清掃回数等

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

17 高速鉄道機械設備等保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　ブルーライン各駅等に設置している換気・空調設備、給排水給湯等について、定期保守点検を実施し、各設備の機能を常に良好

かつ適法状態に維持管理します。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

平成29年度に新設する空調設備（駅冷房）の保守点検を追加（三ツ沢下町駅、三ツ沢上町駅、新羽駅）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
厚生労働省令「建築物における衛生的環境の維持管理について」

（４　年次表）

【　事　業　内　容　】

18 防災設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）

○内訳

○シャッター点検内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

シャッター保守点検業務委託分を本事業にて計上

消火栓ホース、連結送水管耐圧試験数量変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
消防法及び消防施行規則

（４　年次表）

29年度予算額

中期経営計画 －

設備種別 か所数 主な設備及び点検周期

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

 空調設備 35か所
 居室系 年2～4回
 券売機室系 年4回
 駅冷房 年2回＋冷凍機運転監視

 換気設備 35か所  排気送風機 年2～3回、ﾌｨﾙﾀｰ 年1回

 給排水・給湯設備 35か所  電気温水器、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ年1～2回

債務負担設定 0

29年度予算額

　ブルーライン各駅等に設置している屋内消火栓・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・排煙等を整備心得・要領及び関係法令・規則・条例等に従い
保守点検を行い、防災設備の機能を常に良好な状態を保ち、万一の火災が発生した場合、確実に作動するよう維持しま
す。
　また、所管課ごとに発注を行っていた保守点検を、29年度より一括して発注するよう発注単位を見直しました。これに伴
い、防災設備と密接に関係しているシャッター保守点検業務をこの事業に含むものとします。

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 57,882

 防災設備 34か所

 屋内外消火栓、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、連結送水管、
 消火器、泡消火、CO2消火、粉末消火、排煙
 防火ｼｬｯﾀｰ 年2回
 消火栓ﾎｰｽ、連結送水管耐圧試験 3年検査
 電動ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、防火戸、垂れ壁、排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 年1回

項　　目 点検回数 Ｈ２９予定数量（1号線） Ｈ２９予定数量（3号線）

シャッター 年１回 ２６７か所 ２９４か所

中期経営計画

設備数 主な設備及び点検周期

上段：繰越　(外数)

電動トップライト 年１回 ０か所 ３か所

防火戸 年１回 ４１か所 ３９か所

垂れ壁 年１回 ２８か所 ６１か所

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

排煙オペレーター 年１回 ４０か所 １７６か所

0

事　　業　　費 28,440

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

19 排水ポンプ他重要設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）
　ブルーライン各駅及び車両基地に設置している、トンネル排水設備や信号機器室空調機等、列車運行に支障する恐れのある重要
 設備の機能を常時良好な状態に維持管理し、地下鉄の定時運行を確保します。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）
新横浜・片倉町信号設備更新工事に伴い、新横浜駅の空調機の保守点検を追加

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
厚生労働省令「建築物における衛生的環境の維持管理について」

（４　年次表）

【　事　業　内　容　】

20 除害施設保守委託事業

（１　事業目的・内容）
　ブルーライン各駅等に設置している特殊設備ほかその他設備を整備心得・要領及び関係法令・規則・条例等に従い
保守点検を行い、各設備の機能を常に良好な状態に維持します。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）
上永谷検修区の槽清掃回数の見直し（１回/年を２回/年に変更）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

28年度予算

0
事　　業　　費

31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

29年度予算額

中期経営計画 －

設備種別 設備数 主な設備及び点検周期

 重要設備 34か所
ﾄﾝﾈﾙ排水・汚水・雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 年2回
信号機器室系空調機 年4回

３か所
 保守点検 年4回
 清掃・処分 年2回

 車両基地除害施設

29年度予算額

中期経営計画 －

29年度予算 30年度予定

設備数 主な設備及び点検周期

16,179
債務負担設定

0

事　　業　　費 9,694

上段：繰越　(外数)

債務負担設定

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

0



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

21 風水害対策設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）
　ブルーライン各駅等に設置している特殊設備ほかその他設備を整備心得・要領及び関係法令・規則・条例等に従い
保守点検を行い、各設備の機能を常に良好な状態に維持します。

○内訳

（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）
横浜市高速鉄道運転取扱規程（防水扉、気象観測装置、浸水防止機）

（４　年次表）

【　事　業　内　容　】

22 修繕作業費

（１　事業目的・内容）

　 作業を実施し、お客さまサービスの低下を 低限に防止します。

＊ 主な修繕内容
・ 空調機関係：電装部品類、Ｖベルト、パッキン等の磨耗部材の交換
・ 送風機関係：Ｖベルト、ベアリング等の磨耗部材の交換
・ 給排水関係：お客さまトイレ便器等の排水詰まりの復旧

（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　年次表）

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期
 鶴見川防水扉 ２か所  新横浜から北新横浜間４門 年2回

29年度予算額

中期経営計画 －

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

 気象観測装置 ４か所  地震計、風向風速計、雨量計 年1回
 浸水防止機 44か所  上大岡から吉野町間通風口 年1回

　  　ブルーライン各駅等に設置しているポンプ類や空調機の故障、またお客さまトイレ等で発生した排水詰りを迅速に解消するための修繕

債務負担設定

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 5,820

0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

29年度予算額

事　　業　　費 45,510
債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

23 防火ダンパー更新工事

（１　事業目的・内容）

　駅には、各所で発生した火災の延焼を防止するための防火区画が設定されています。その防火区画壁または
床を貫通する換気等のダクトには、防火ダンパーを設置することが法令上規定されています。
　防火ダンパーの多くは、開業当初から設置されているもので、定期点検時に調整や応急措置を行ってきまし
たが、著しい錆の発生が見られ、ダンパー軸が固着している箇所や完全な遮閉ができない箇所があります。
修理では機能回復が困難なため、本体の更新を行い、万一の火災発生時に延焼の拡大にならないよう安全を
確保します。

防火ダンパー更新計画

防火ダンパー更新箇所

H26　長者町（６）、阪東橋（５）、弘明寺（３）　計14台

H27　上町（４７）、下町（３２）　計79台更新予定

H28　桜木町（１７）、片倉町（８２）

H29　戸塚(22)、舞岡(16)、下永谷(8)　計46台

（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　年次表）

駅名 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

桜木町駅 設計

29年度予算額

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

舞岡駅 工事

下永谷駅

片倉町駅 工事

戸塚駅 設計

立場駅

横浜駅 設計

湘南台駅 設計

中田駅 工事

上段：繰越　(外数) 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降

債務負担設定 9,256
事　　業　　費 49,822

総　　額

高島町駅 工事

岸根公園駅



款： 項： 目：

節・細節： 金久・倉本・森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

24 熱源機器分解整備

（１　事業目的・内容）

　     ブルーライン駅及び車両基地に設置している、駅冷房用及び職員諸室空調用大型熱源機の分解整備を計画的に実施し、故障防止を
　　図ることで、夏季冷房シーズンなどの駅環境及び執務環境を維持します。
　　　 熱源機器は、ターボ冷凍機、冷温水発生機、チリングユニットを軸として、冷却塔・循環ポンプ・ファンコイルユニット等で設備構成してい
 　 ます。供用開始または分解整備後から運転時間を経過した大型熱源機は、日常点検で確認ができない機器内部に摩耗や汚れ等の劣化
　　が進み、運転性能の低下を招くため、定期的な本体分解整備が不可欠です。製造メーカーが推奨する分解整備の時期（７年）を超えてお
 　 り、大型熱源機に突発的な故障が発生した場合、ホーム等駅冷房部や駅務諸室などに多大な影響を及ぼし、お客さまサービスの低下や
 　 職員の執務環境の低下を招きます。 このため、運転時間を経過した熱源機器類の分解整備を順次行います。

(1) ターボ冷凍機・冷温水発生機 分解整備

(2) チリングユニット 分解設備

(3) 冷却塔等 分解整備

（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　年次表）

中期経営計画 －

実施年度 28年度 29年度 30年度

29年度予算額

実施年度 28年度 29年度 30年度

場所・機器名
湘南台（駅事務室系統） － －

空冷チラー１台 － －

場所・機器名
上大岡（駅冷房用） － 戸塚（駅冷房用）

ターボ冷凍機2台・循環ﾎﾟﾝﾌﾟ3台 － ターボ冷凍機1台・冷却塔・循環ﾎﾟﾝﾌﾟ

設置年 平成７年 － 平成７年

上大岡駅（機器室系統）
冷却塔１台 冷却塔１台・循環ポンプ１台・補給水ポンプ１台 冷却塔１台・循環ポンプ１台・補給水ポンプ１台

設置年 平成10年 平成11年 平成7年

設置年 平成11年 － －

実施年度 28年度 29年度 30年度

場所・機器名
新横浜（駅冷房用） 湘南台（機器室系統）

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 57,183

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充事業（営繕分）

（１　事業目的・内容）

【主な補充材料】

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

2 材料補充事業（機械分）

（１　事業目的・内容）

　　の機能を回復し、お客さまサービスの低下を防止します。

　　＊購入機材 ：　お客さまトイレ用衛生器具類・送風機用Vベルト・制御用電気部品等

（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　年次表）

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

185,126 ○125,836 59,290

共通

中期経営計画 －

債務負担設定

グリーンラインでの直営作業による修理に必要な作業用具・材料の補充をし、機械設備及び建築施設等の機能を維持します。

（単位：千円）

29年度予算額

32年度以降 総　　額

0

272

蓄光誘導標識修理・鉄部補修用ペンキ類・粘着剥離剤・トイレブース部品等

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 259 272 0 0 0 531

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定

29年度予算額

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費

410

中期経営計画 －

 　　　グリーンライン駅・車両基地等で発生した設備故障に対し、迅速な復旧作業を行うための直営修理に必要な設備材料を補充し、各種設備

410 410 0 0 0 820

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

3 駅施設建築修繕工事

（１　事業目的・内容）

（参考）工事費の推移

（一件修理）修理費の推移

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

4 案内サイン等製作業務委託

（１　事業目的・内容）

〇　平成２５年度から平成２７年度の委託費の平均額に労務費割増分を上乗せし計上します。 

（委託費の推移） 千円（税込）

（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　年次表）

千円（税込）

25年度 26年度 27年度 平均

修理費 817 142 564 507

事　　業　　費 4,009

総委託費 674 606 287

81

29年度予算額

27年度

工事費 3,223 2,587 2,003 5,901

0上段：繰越　(外数)

労務費割増

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

グリーンライン地下鉄各施設（１０駅・３変電所・１車両基地）で発生する突発的な故障の緊急修理を行います。

○施設の老朽化より年々修繕箇所が増加しているため、平成29年度は平成27年度工事金額に労務費割増分を上乗せし、計
上します。

千円（税込）

24年度 25年度 26年度

債務負担設定 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

55 14

29年度予算額

中期経営計画 お客様に向けて（18）分かりやすく、使いやすい駅の実現

　　　　グリーンライン駅構内の案内サインにおける記載内容の変更や不良箇所の貼り替え等に速やかに対応するため、盤面の製作、貼付け等
　　の業務委託を行うものです。

２５年度 ２６年度 ２７年度 ３年間の平均

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

事　　業　　費 0

計 755 661 301

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

5 漏水受樋取付工事

（１　事業目的・内容）

（工事費の推移）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

6 竪排水管清掃業務委託

（１　事業目的・内容）

竪排水管清掃（昼）

竪排水管清掃（夜）

側溝等清掃（昼）

側溝等清掃（夜）

（参考）予算額の推移

（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　年次表）

千円（税込）

　地下駅や地上高架下部等では、土木躯体より漏水が発生し、接客障害や重要機器類の故障など営業事故に繋がる恐れが
あることから、緊急対応として漏水受樋の取付工事を実施するものです。年度当初に予定数量及び単価を定めた契約を行い
ます。

○平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

25年度 26年度 27年度 平均
工事費 1,961 2,059 6,051 3,357

中期経営計画 お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

29年度予算額

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0

29年度予算額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 2,195

8（本）

5（m）

5（m）

○平成29年度は平成28年度予算額に労務費割増分を上乗せし計上します。

千円（税込）

26年度 27年度 28年度

中期経営計画 －

　グリーンライン地下鉄各施設には、土木構築からの漏水やその他排水（湧水等）を処理するための竪排水管が設置されて
いますが、当該排水の水質や異物等により管の閉塞が進行した場合、駅施設への漏水等の原因となるだけでなく、溜まり水
による異臭・蚊等が発生し、お客様や駅設備に対し影響を及ぼします。
　このため、本委託業務では、特殊清掃機具等を使用した管の詰まり除去や、側溝等の清掃を行うことで、適切な駅排水機
能を維持し、お客様や駅施設への障害の低減を図ります。

作業項目 予定数量

5（本）

予算額 623 694 855

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 855

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

7 屋根清掃業務委託

（１　事業目的・内容）

［委託内容］

・屋上部、屋根部清掃

・屋上部、屋根部除草

・除草部薬剤散布

・ゴミ等運搬

（参考）予算額の推移

（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　年次表）

中期経営計画 －

　本業務は、通常点検を行えない変電所、基地等の地下鉄施設や地上部駅舎、各駅出入口等の屋上部について清掃を行う
ものです。この清掃において、当該部分の排水溝等の塵埃・枯葉・ゴミ等を除去することで、建物屋上部の防水機能の保全が
図れるだけでなく、排水障害に起因する重要施設内部や接客部分への漏水を軽減し、地下鉄設備の保護や駅機能の確保を
図ります。

○平成29年度は平成28年度の予算額に、清掃箇所割増、労務費割増分を上乗せし、計上します。

千円（税込）

29年度予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

予算額 228 86 80

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 80

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

8 自動ドア点検業務委託

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

中期経営計画 －

　グリーンライン10施設22か所の自動ドアについて、正常な動作を確保し、お客様の挟み込みや閉じ込め等のトラブルを未然
に防ぐため、保守点検の委託を行います。

メーカー 項目 点検回数 数量 増減

29年度予算額

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年

行政サービスコーナー ３回/年

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年

行政サービスコーナー ３回/年

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 ３回/年

行政サービスコーナー ３回/年

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 587

計 22 0

　自動扉はマイコン制御となっており、設備の各機構やシステム等の現状把握、蓄積された修理実績および点検データは、製
造業者または直結した体制を整えている保守会社のみ内容の解析ができることとなっています。故障や閉じ込め事故の短時
間復旧のため、このようなデータを活用した点検委託について模索してまいります。

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

9 駅施設シャッター修理

（１　事業目的・内容）

○平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

（修理費の推移）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

10 自動ドア修理

（１　事業目的・内容）

（修理費の推移）

（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　年次表）

中期経営計画 －

　グリーンライン地下鉄各施設（１０駅・３変電所・１車両基地）のうち駅施設の出入口管理シャッター・潜り戸・電動トップライト・
排煙窓等の定期点検結果に基づき、不具合箇所を修理します。

千円（税込）

25年度 26年度 27年度 ３年間の平均

29年度予算額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 50

シャッター等 98 43 22 54

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

中期経営計画 －

グリーンライン各施設（１０駅・１車両基地）のうち自動ドア保守点検業務委託の点検結果に基づき不具合箇所を修理します。

○平成25年度から平成27年度まで３年間の実績平均額に労務単価割増分を加え、計上します。

千円（税込）

25年度 26年度 27年度 ３年間の平均

債務負担設定 0

29年度予算額

債務負担設定

自動ドア 143 19 0 54

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 57

0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

11 出入口上屋等改修工事

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

12 運賃改定等に伴う定期券運賃表等改修

（１　事業目的・内容）

(1) 改修サイン

・お客様サービスセンター内サイン（区界表、地下鉄定期券運賃表、地下鉄バス定期券運賃表等）

・券売機用定期券運賃表

（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）

　駅出入口上屋には、明るい空間にするために大きな窓や天窓が採用され、窓の周囲などにシーリングが使用されています
が、シーリングは風雨や日照により劣化が進みやすく、壁や屋根材より先に劣化し、そこから漏水が発生します。シーリング
の補修をすることで、漏水を減らすことができ、また、建物の寿命を延ばすことができます。今後、お客様スペースを優先さ
せ、改修を行っていく必要があります。
　29年度は、1駅1か所の改修を行います。

中期経営計画 －

28年度予算

29年度予算額

29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 0

債務負担設定 0

29年度予算額

中期経営計画 －

　平成29年度に予定されている市営地下鉄定期券の運賃の改定に伴い、駅構内に設置されている定期券運賃表について、記載
内容の変更が生じます。
　つきましては、新運賃制度に適した表示とするための改修を行います。

券売機用定期券運賃表

区界表、地下鉄定期券運賃表、地下鉄バス定期券運賃表等



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

13 昇降機保守委託事業（GL）

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置しているエレベーター・エスカレーターを整備要領及び関係法令・規則・条例等に従い

保守点検を行い、昇降機の機能を常に良好な状態に維持します。

　なお、昇降機保守点検は、故障発生の際にも即日復旧対応を可能とするフルメンテナンス契約（定期点検のほか

補修・緊急対応を含む）とし、お客様へのご不便を軽減させます。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

順次、単年契約から複数年契約へ移行

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
「建築基準法」法定点検＿年1回
「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」定期点検＿月1回

（４　年次表）

中期経営計画 －

①-1 エレベーター ②-1 エスカレーター 備考

29年度予算額

小 計 21 小 計 46

項　　目 台数 項　　目 台数

 GL10駅エレベーター点検保守 21  GL10駅エスカレーター点検保守 46

小 計 21 小 計 46

①-2 エレベーター ②-2 エスカレーター

項　　目 台数 項　　目 台数

 GL10駅エレベーター清掃 21  GL10駅エスカレーター清掃 46

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 75,644



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

14 排水槽その他清掃業務委託事業

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置している排水槽・汚水槽・受水槽・中水槽・浄化槽を整備心得・要領及び

関係法令・規則・条例等に従い槽清掃及び保守点検を行い、槽の衛生的環境を良好な状態に維持します。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

排水槽清掃か所の追加（汚泥堆積によりポンプの運転性能に影響を与えるため：計3回）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

汚水槽：「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」

受水槽：「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」、

「水道法施行規則」、「横浜市簡易専用水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的飲料水の

確保に関する条例施行規則」 

浄化槽：「浄化槽法」 

（４　年次表）

【　事　業　内　容　】

15 高速鉄道機械設備等保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置している換気・空調設備、給排水給湯等について、定期保守点検を実施し、各設備の機能を常に良好

かつ適法な状態に維持管理します。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

平成29年度に新設する空調設備（駅冷房）の保守点検を追加（川和町駅）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
厚生労働省令「建築物における衛生的環境の維持管理について」

（４　年次表）

29年度予算額

 排水槽その他清掃委託 ９か所
 排水槽(４か所) 年1～2回
 汚水槽(４か所) 年2～3回
 中水槽(１か所) 年1回

 受水槽清掃委託 －  受水槽なし

 浄化槽清掃委託 －  浄化槽なし

中期経営計画

設備数 清掃回数等

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

上段：繰越　(外数) 0

29年度予算額

中期経営計画

設備種別 か所数 主な設備及び点検周期

事　　業　　費 1,940

債務負担設定 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

 空調設備 11か所
 居室系 年2～4回
 券売機室系 年4回
 駅冷房 年2回＋冷凍機運転監視

 換気設備 11か所  排気送風機 年2～3回、ﾌｨﾙﾀｰ 年1回

 給排水・給湯設備 ９か所  電気温水器、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ年1～2回

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 12,849



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

16 防災設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置している屋内消火栓・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・排煙等を整備心得・要領及び関係法令・
規則・条例等に従い保守点検を行い、防災設備の機能を常に良好な状態を保ち、万一の火災が発生した場合、
確実に作動するよう維持します。
　また、所管課ごとに発注を行っていた保守点検を、29年度より一括して発注するよう発注単位を見直しました。
これに伴い、防災設備と密接に関係しているシャッター保守点検業務をこの事業に含むものとします。

○内訳

○シャッター点検内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

シャッター保守点検業務委託分を本事業にて計上

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
消防法及び消防施行規則

（４　年次表）

【　事　業　内　容　】

17 排水ポンプ他重要設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）
　グリーンライン各駅及び車両基地に設置している、トンネル排水設備や信号機器室空調機等、列車運行に支障する恐れのある重要
設備の機能を常時良好な状態に維持管理し、地下鉄の定時運行を確保します。

○内訳

（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）
厚生労働省令「建築物における衛生的環境の維持管理について」

（４　年次表）

29年度予算額

設備数 主な設備及び点検周期

 防災設備 9か所
 屋内消火栓、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、連結送水管、
 消火器、排煙、防火ｼｬｯﾀｰ 年2回
ｼｬｯﾀｰ、防火戸、垂れ壁、排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 年1回

中期経営計画

防火戸 年１回 ２１か所

垂れ壁 年１回 １２か所

排煙オペレーター 年１回 １５か所

項　　目 点検回数 Ｈ２９予定数量

シャッター 年１回 １３７か所

電動トップライト 年１回 ０か所

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 4,017

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

中期経営計画 －

設備種別 設備数 主な設備及び点検周期

 重要設備
11か所

ﾄﾝﾈﾙ排水・汚水・雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 年2回
信号機器室系空調機 年4回

債務負担設定 0

29年度予算額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 3,762

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

債務負担設定 0



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

18 除害施設保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置している特殊設備ほかその他設備を整備心得・要領及び関係法令・規則・条例等に従い
保守点検を行い、各設備の機能を常に良好な状態に維持します。

○内訳

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

19 風水害対策設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　グリーンライン各駅等に設置している特殊設備ほかその他設備を整備心得・要領及び関係法令・規則・条例等に従い
保守点検を行い、各設備の機能を常に良好な状態に維持します。

○内訳

（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　年次表）

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期

29年度予算額

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

 車両基地除害施設
１か所

 保守点検 年4回

 清掃・処分 年2回

債務負担設定 0

29年度予算額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 2,306

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

 気象観測装置 １か所  地震計、風向風速計、雨量計 年1回

上段：繰越　(外数) 0

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期

債務負担設定 0
事　　業　　費 458



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 建築課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

20 修繕作業費

（１　事業目的・内容）

　 作業を実施し、お客さまサービスの低下を 低限に防止します。

＊ 主な修繕内容
・ 空調機関係：電装部品類、Ｖベルト、パッキン等の磨耗部材の交換
・ 送風機関係：Ｖベルト、ベアリング等の磨耗部材の交換
・ 給排水関係：お客さまトイレ便器等の排水詰まりの復旧

（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　年次表）

【　事　業　内　容　】

21 熱源機器分解整備

（１　事業目的・内容）

　    グリーンライン駅及び車両基地に設置している、駅冷房用及び職員諸室空調用大型熱源機の分解整備を計画的に実施し、故障防止を
　　図ることで、夏季冷房シーズンなどの駅環境及び執務環境を維持します。
　　　 熱源機器は、ターボ冷凍機、冷温水発生機、チリングユニットを軸として、冷却塔・循環ポンプ・ファンコイルユニット等で設備構成してい
 　 ます。供用開始または分解整備後から運転時間を経過した大型熱源機は、日常点検で確認ができない機器内部に摩耗や汚れ等の劣化
　　が進み、運転性能の低下を招くため、定期的な本体分解整備が不可欠です。製造メーカーが推奨する分解整備の時期（７年）を超えてお
 　 り、大型熱源機に突発的な故障が発生した場合、ホーム等駅冷房部や駅務諸室などに多大な影響を及ぼし、お客さまサービスの低下や
 　 職員の執務環境の低下を招きます。 このため、運転時間を経過した熱源機器類の分解整備を順次行います。

(1) ターボ冷凍機・冷温水発生機 分解整備

(2) チリングユニット 分解設備

(3) 冷却塔等 分解整備

（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　年次表）

中期経営計画 －

　  　グリーンライン各駅等に設置しているポンプ類や空調機の故障、またお客さまトイレ等で発生した排水詰りを迅速に解消するための修繕

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 13,071

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

中期経営計画 －

実施年度 28年度 29年度 30年度

場所・機器名
－ 日吉（駅冷房用） －
－ ターボ冷凍機1台・冷却塔1台・循環ﾎﾟﾝﾌﾟ2台 －

債務負担設定 0

設置年 － － －

実施年度 28年度 29年度 30年度

設置年 － 平成20年 －

実施年度 28年度 29年度 30年度

場所・機器名
－ － －
－ － －

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

場所・機器名
－ － －
－ － －

設置年 － － －

債務負担設定 0

29年度予算額

29年度予算額

上段：繰越　(外数) 0

事　　業　　費 0



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 上永谷施設区庁用車　材料費

（１　事業目的・内容）

　庁用車の部品を購入する費用。

（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　年次表）

様 式 Ｅ

所属：01　営業費用 10　線路保存費

138

共通

（単位：千円）

中期経営計画

29年度予算額

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

担 当
上永谷保守管理所

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○
467

28年度予算 29年度予算 30年度予定

30

31年度予定

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費

39　その他修繕費 担当者：

合 計 30

1 式 30

－

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目
02　高速鉄道事業費

予 算 額 605

庁用車３台分

債務負担設定
30

32年度以降 総　　額

（単位：千円）
庁用車材料費 単価 数量 単位 金　額

30



款： 項： 目：

節・細節： 平塚

【　事　業　内　容　】

2 上永谷施設区庁用車　車検・法定点検

（１　事業目的・内容）

　応急車及び庁用車の法令に基づく車両検査を行うものです。

・国土交通省令に基づく点検

車検及び法定点検　3台（応急車2台・庁用車1台）

○ 積算【単価は直近実績（Ｈ27、28年度）に基づき、老朽化を考慮し算出した。】

横浜500た7452　（ﾄﾖﾀｽﾀｰﾚｯﾄ）

横浜800ち8870（ハイエース）車検

（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　年次表）

総　　額

中期経営計画 －

上段：繰越　(外数)

39　その他修繕費

29年度予算額

287

10　線路保存費

様 式 Ｅ

合 計

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 上永谷保守管理所01　営業費用

287

30年度予定 31年度予定 32年度以降

1 台

1 台

（単位：千円）
応急車及び庁用車点検整備 単価 数量 単位 金　額

横浜400ね9997　（ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ） 1 台

287事　　業　　費 138 425

債務負担設定

28年度予算 29年度予算



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

【　事　業　内　容　】

3 上永谷施設区庁用車　修理費

（１　事業目的・内容）

庁用車を修理する費用。

（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　年次表）

上段：繰越　(外数)

288

29年度予算額

債務負担設定
事　　業　　費 288

様 式 Ｅ

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 上永谷保守管理所

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

39　その他修繕費 担当者：

288

（単位：千円）
庁用車修理費 単価 数量 単位 金　額

中期経営計画 －

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

合 計 288

庁用車３台分 1 式 288



款： 項： 目：

節・細節： 幸田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 自動車整備・材料

（１　事業目的・内容）

自動車整備   材料

緊急の自動車整備に必要な部品・材料を購入するための新羽保守管理所長に前渡する資金【施設区】

緊急自動車　スタッドレスタイヤ 日産　キャラバン【施設区】

緊急自動車　スタッドレスタイヤ 日産　キャラバン【設備区】

緊急自動車　スタッドレスタイヤ マツダ　ボンゴ【設備区】

（２　前年度から変更・見直しした点）

前渡資金及び緊急自動車のスタッドレスタイヤは、29年度新規の案件

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）
スタッドレスタイヤ装着の緊急自動車により、すみやかに障害現場に急行できる

【　事　業　内　容　】

2 自動車等整備・修繕

（１　事業目的・内容）

自動車点検整備   外注

応急車の法令に基づく車両検査を行うものです。

国土交通省令に基づく点検

６ｹ月検査６台

12ケ月検査２台

車検４台

特定自主点検　高所クレーン部

12ｹ月点検

エキスパート　400せ3518 【施設区】

キャラバン　新車 【施設区】

高所作業車　800そ5798 【施設区】

ｷｬﾗﾊﾞﾝ(400ふ4335) 【設備区】

ノア（500つ1209） 【設備区】

ボンゴ(400ほ1572) 【設備区】

高所作業車クレーン部 【施設区】

自動車修理　外注

自動車修理

自動車修理 【施設区】

ミニ地下鉄修理　外注

ミニ地下鉄に不具合が発生した場合に備え修理費を新規計上します。

ミニ地下鉄修理 【施設区】

機器類修理  外注

酸素欠乏等危険個所測定器校正を行う。

【設備区】

（２　前年度から変更・見直しした点）

ミニ地下鉄に不具合が発生した場合に備え修理費を新規計上

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）
応急車点検整備＝道路運送車両法（第６２条）に基づく継続検査

合 計

合 計

合 計

随時

合 計

単　　　価 数量 単　　位 金 額

機器類修理

車 名 車検周期 ６ｹ月点検 車検 金 額

（単位：千円）

29年度予算額

中期経営計画 －

484

金額

30

29年度予算額

1,866

共通

予 算 額 2,350 1,070 1,280 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 新羽保守管理所

中期経営計画 －

1年

1年

２年

2年

1年

2年

項 目

毎年

合 計

随時



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 その他修繕　部品材料　　　川和施設区

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

なし

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

10　線路保存費

30年度予定 31年度予定 32年度以降

370 135 ○

総　　額

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

28年度予算 29年度予算

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

29年度　A 28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 川和保守管理所01　営業費用

39　その他修繕費

505

中期経営計画 －

30

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 30

山田龍夫

緊急のその他修繕に必要な部品・材料を購入するため川和保守管理所長に前渡する資金



款： 項： 目：

節・細節：

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 川和保守管理所01　営業費用

39　その他修繕費 山田龍夫

【　事　業　内　容　】
2 自動車点検整備・修理

（１　事業目的・内容）

（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　年次表）

○横浜５００つ１２１０（スターレット）１台

　　　庁用車について、法令に基づく車両検査及び故障等の修理を実施するものです。

　　　国土交通省令に基づく点検

○横浜８００そ７０２５（アトラス）１台

○横浜４８０そ７０７（エブリィ）１台

28年度予算 29年度予算

中期経営計画 －

475

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 475

29年度予算額

475

30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充

（１　事業目的・内容）

直営作業で行う修理等に使用する材料等を購入します。（セメダインスーパーX、ブレーキクリーナー、探傷チェックスプレー等）

また、上永谷車両基地内物置撤去により、物置を更新します。

土嚢袋

探傷スプレー

ブレーキクリーナー

セメダインスーパーX

緊急対応分

（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　年次表）

（単位：円）

400 枚

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

予 算 額 78,391 57,421 20,970 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

（単位：千円）

29年度予算額

354

中期経営計画 －

共通

50 本

10 本

1 式

総　　額

上段：繰越　(外数) 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降

債務負担設定 0

事　　業　　費 432 354

項目 単価 数量 単位 金額

60 セット

計 327,000

消費税及び地方消費税額 26,160

合計 353,160

千円単位切り上げ 354



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

2 自動車点検等

（１　事業目的・内容）

フォークリフト等の法定点検及び応急車、高所作業車等の緊急修理を行うものです。

・厚生労働省令に基づく点検

特定自主点検　３台（高所作業車（架装部）１台、フォークリフト２台）

・自動車修理等　　１式

突発的な故障等の修理に対応

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（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　年次表）

32年度以降

850

0

0

275

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算

29年度予算額

275

30年度予定 31年度予定 総　　額

項目 単価 数量 単位 金額

特定自主点検(厚生労働省）

高所作業車（架装部） 1 台

フォークリフト 2 台

消費税及び地方消費税額 式 20,320

小計 274,320

合計 274,320

千円単位切り上げ 275



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

3 工事用車両点検整備等

（１　事業目的・内容）

　工事用車両の性能低下等は、重大な事故の原因となるほか、運転阻害を発生させる原因となるため、点検整備を行います。

・工事用車両分解整備（オーバーホール）：原則６年周期

・工事用車両年次点検整備（乙検）：年１回

・工事用車両修理：突発的な故障時の修理に対応

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（２　前年度から変更・見直しした点）
保守用車両分解整備等　平成28年度3台

平成29年度4台

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

債務負担設定 0

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費 56,031 77,583

小計 1 式

小計

消費税及び地方消費税額

中期経営計画 －

29年度予算額

総　　額

0

77,583

　作業台車 5 台

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾀｲﾀﾝﾊﾟｰ 1 台

　軌道清掃車 1 台

　道床清掃車（No.2） 0 台 0

　道床清掃車（No.3） 0 台 0

ﾚｰﾙ清掃車 0 台 0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾛ 1 編成

ﾚｰﾙ運搬車 1 編成

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降

工事用車両クレーン自主点検

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ(ｸﾚｰﾝ付) 7 台

消費税及び地方消費税額

項目 単価 数量 単位 金額

保守用車両分解整備等

　C型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-9) 1 台

　A型ﾓｰﾀｰｶｰ（A-7） 1 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-5) 1 台

消費税及び地方消費税額

小計

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-4) 1 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-2) 1 台

工事用車両年次点検整備（乙検）

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-5) 0 台 0

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-7) 1 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-8) 1 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-9) 0 台 0

　A型モーターカー 3 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-10) 1 台

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-11) 1 台

消費税及び地方消費税額

小計

工事用車両修理

　その他車両修理 1 式

合計

千円単位まるめ

77,583,053

77,583

　軌道検測車（セミOH） 1 台



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

4 その他機器点検整備等

（１　事業目的・内容）

　直営作業で使用する測量や計測機器類の点検費用

　　水準測量器、列車動揺測定器など

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（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　年次表）

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費
債務負担設定

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

　列車動揺測定器 1 台

0

108 178

0

177,120

29年度予算額

178

中期経営計画 －

項目 単価 数量 単位 金額

　水準測量器点検 1 台

　自動塗油装置点検整備

千円単位切り上げ 178

1 台

消費税及び地方消費税額 13,120

合計



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料補充

（１　事業目的・内容）

直営作業で行う修理等に使用する材料等を購入します。

また、風水害対策として水中ポンプ一式を購入します。

土嚢袋

油吸着材

滑り止め剤（ビックフット）

塗装用ローラーバケ

塗装用ローラートレイ

水中ポンプ（寺田ﾎﾟﾝﾌﾟ製作所）

延長コード（屋外用）

エコフラットホース

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽﾎｰｽ ﾊﾞﾝﾄﾞ

緊急対応分

（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　年次表）

559,835

44,786

604,621

605

式

小計

消費税及び地方消費税額

合計

千円単位切り上げ

1

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 10　線路保存費 所属： 施設課

予 算 額 35,436 60,863 25,427△  ○ ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

（単位：千円）

29年度予算額

605

中期経営計画 －

共通

総　　額

上段：繰越　(外数) 0

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降

債務負担設定 0

事　　業　　費 444 605

項目 単価 数量 単位 金額

500 枚

6 箱

8 缶

（単位：円）

1 個

1 台

2 本

1 本

20 本

10 パック



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

2 自動車点検等

（１　事業目的・内容）

フォークリフト等の法定点検及び応急車、高所作業車等の緊急修理を行うものです。

・厚生労働省令に基づく点検

特定自主点検　フォークリフト１台

・自動車修理等　　１式

突発的な故障等の修理に対応

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（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　年次表）

32年度以降

209

0

0

中期経営計画

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費

28年度予算 29年度予算

29年度予算額

30年度予定 31年度予定 総　　額

項目 単価 数量 単位 金額

特定自主点検(厚生労働省令)

フォークリフト 1 台

　消費税及び地方消費税額 1 式

小計

合計

千円単位切り上げ



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

3 工事用車両点検整備等

（１　事業目的・内容）

　工事用車両の性能低下等は、重大な事故の原因となるほか、運転阻害を発生させる原因となるため、点検整備を行います。

・工事用車両分解整備（オーバーホール）：原則６年周期

・工事用車両年次点検整備（乙検）：年１回

・工事用車両修理：突発的な故障時の修理に対応

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（２　前年度から変更・見直しした点）
保守用車両分解整備等　平成28年度　1台　　※平成28年度は軌道検測車　￥51,700,000のみ

平成29年度　2台

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

千円単位切り上げ 33,983

債務負担設定

28年度予算 29年度予算 30年度予定

工事用車両修理

1 式

小計

　その他車両修理 1 式

　消費税及び地方消費税額

0

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費 58,674 33,983

中期経営計画 －

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ（C-6) 1 台

29年度予算額

総　　額

0

33,983

工事用車両年次点検整備（乙検）

小計

　軌道清掃車 1 台

　軌道検測車 1 台

0 台 0

32年度以降

項目 単価 数量 単位 金額

保守用車両分解整備等

　消費税及び地方消費税額 1 式

　Ａ型ﾓｰﾀｰｶｰ(A-9) 1 台

　作業台車 1 台

　Ａ型ﾓｰﾀｰｶｰ

　軌道清掃車 0 台 0

　Ｃ型ﾓｰﾀｰｶｰ(ｸﾚｰﾝ付) 1 台

工事用車両クレーン自主点検

　消費税及び地方消費税額 1 式

小計

　消費税及び地方消費税額 1 式

31年度予定

合計 33,982,610

小計



款： 項： 目：

節・細節： 伊藤　井坂

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 施設課01　営業費用

39　その他修繕費

【　事　業　内　容　】

4 その他機器点検整備等

（１　事業目的・内容）

　直営作業で使用する測量や計測機器類の点検費用

　　水準測量器、列車動揺測定器など

○積算(単価及び数量は実績による)

（単位：円）

（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　年次表）

トルク緊解測定器点検

金額

　ギャップ測定器 3 台

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費
債務負担設定

28年度予算 29年度予算 30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

　水準測量器点検 1 台

中期経営計画

単価 数量 単位

29年度予算額

744

－

項目

0

1,536 744

0

744

合計 743,040

1 台

　摩擦調整材塗布装置点検 2 台

　消費税及び地方消費税額 1 式 55,040

千円切り上げ



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）
平成28年度実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成29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

10　線路保存費 武田

29年度 28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 127 再生紙の購入

 予算額 127 120 7

合 計 127



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）
平成28年度実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成29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

10　線路保存費 武田

29年度 28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 31 再生紙の購入

 予算額 31 74 43△

合 計 31



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）

　平成28年９月１日現在在籍職員数を基に人数比で按分
　作業服の在庫不足解消

　（３　新規項目・主要事業等）

合 計 3,695

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 3,695 線路保存費支弁職員に対する被服貸与分（新規採用・異動・定期貸与）

A B A　-　B
 予算額 3,695 3,643 52

10　線路保存費 佐藤

29年度 28年度 増△減 ○

様　式　Ａ

平成29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



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）

　平成28年９月１日現在在籍職員数を基に人数比で按分
　作業服の在庫不足解消

　（３　新規項目・主要事業等）

合 計 1,120

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 1,120 線路保存費支弁職員に対する被服貸与分（新規採用・異動・定期貸与）

A B A　-　B ○
 予算額 1,120 1,033 87

10　線路保存費 佐藤

29年度 28年度 増△減

様　式　Ａ

平成29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



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）

28年度決算見込みをもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 小川、堀江、田中

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 事業開発課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

57　通信運搬費 11

B

51　光熱水費

A
180 予算額 195 15

合 計 195

野庭住宅防犯灯電気代

旧牛久保厚生会館ケーブルネット使用料

68　保険料

180

旧牛久保厚生会館に係る市有物件災害共済会保険料4



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：今野

（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）

ガス料金、上・下水道料金、灯油（雪害対策用）

市内・市外出張旅費、立会検査旅費、各種技能・資格講習旅費

電話料金、切手代

事務所清掃費、産業廃棄物処分費

各種技能・資格講習費、振込手数料、印紙代

寝具賃借料、複写サービス

緊急自動車・庁用車任意保険料、自賠責保険料

緊急自動車・庁用車自動車重量税

有料駐車場代

　（２　編成するにあたっての考え方）

過去の実績を基に、算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 上永谷保守管理所

増　　減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費 426

B

42　油脂糸屑費

A

191 予算額 8,939 8,748

合 計 8,939

431

96　雑費 240

397

718

68　保険料

73　自動車重量税

65　賃借料

64　手数料

63　委託料 1,060

57　通信運搬費 136

56　旅費

276

60

516

共通物品、小額物品、ﾌｧｸｼﾐﾘ感熱記録用紙、皮手、軍足、軍手、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ
ﾊﾟｰ、ｱﾙｺｰﾙ検知器校正費、ﾃｷｽﾄ代、新規採用者備品等

2,237

51　光熱水費 2,442

保守用車両燃料、レール清掃車ボイラー燃料、保守用ウエス

緊急自動車用ガソリンほか

49　備消品費



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 19,490

96　雑費 470 有料駐車場利用料

68　保険料 635 庁用車自賠責・任意保険料

73　自動車重量税 194 庁用車重量税

64　手数料 1,506 資格取得・各種講習受講料、高圧ガス・ボイラー・簡易専用水道法定検査費

65　賃借料 1,670 寝具・複写サービス

60　負担金 39 高圧ガス協会費

63　委託料 3,135 建物清掃・廃棄物処理委託

57　通信運搬費 550 電話料金・切手代

51　光熱水費 6,050 ガス・上下水道使用料金

56　旅費 566 市外・市内出張旅費代

45　自動車燃料費 832 庁用車用ガソリン、軽油

49　備消品費 3,399 小額物品、事務及び作業用（備品・消耗品）

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 444 ウエス

A B A　-　B

 予算額 19,490 23,529 △ 4,039

10　線路保存費 幸田

29年度 28年度 増　　減 ○

様　式　Ａ

平成29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 新羽保守管理所



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

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

64　手数料 高圧ガス法定検査費（中山駅、日吉駅）  

 予算額 95
A B A　-　B ○

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 新羽保守管理所
10　線路保存費 幸田

29年度 28年度 増　　減

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当



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

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度

01　営業費用
10　線路保存費 山田龍夫

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 川和保守管理所

増　　減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費 386

B ○

42　油脂糸屑費

A
890 予算額 5,881 4,991

合 計 5,881

158 出張旅費

96　雑費 50

423

有料駐車場代

256

45

526

68　保険料

51　光熱水費 616 水道代、白灯油

軽油、ウエス

73　自動車重量税

65　賃借料

庁用車の燃料

64　手数料

49　備消品費

63　委託料 786 建物清掃委託、産廃収集運搬及び処理等

電話料金、切手代等57　通信運搬費 101

56　旅費

庁用車自動車重量税

480

小額物品、共通物品等2,054

各種講習会受講料及び各種免状交付料

寝具及び複写機賃借料

庁用車自賠責保険料及び任意保険料



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 足場の組立等作業主任者特別教育

　（２　編成するにあたっての考え方）

 平成27年度分の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

209

道路管理センター、ゼロ災害年会費、構造物管理支援システム運営協議会負担金　ほか385

500

63　委託料 98,018 除草作業、軌道管理システム保守管理業務委託、上永谷車両基地安全対策業務委託

自主管理作業責任者証送付用品等、基地感電注意喚起看板

41　資産減耗費

自主管理作業責任者証送付用切手代

60　負担金

工事用車両引取り処分

84 自動車借上げ個人分の立替

建物総合損害保険料、公営地下鉄団体土木構造物2,593

自主管理作業責任者の資格認定に伴う会場代

96　雑費

68　保険料

65　賃借料

合 計 110,008

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

57　通信運搬費 3

B

49　備消品費

A
72,631 予算額 110,008 37,377

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 髙　橋

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 施設課

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）

平成27年度の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度

01　営業費用
10　線路保存費 髙　橋

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 施設課

増　　減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

57　通信運搬費 1

B ○

49　備消品費

A
 予算額 10,639

合 計

自主管理作業責任者の資格認定に伴う会場代

63　委託料 9,742 除草作業、軌道管理システム保守管理業務委託

自主管理作業責任者証送付用品等

自主管理作業責任者証送付用切手代

60　負担金

96　雑費 27 自動車借上げ個人分の立替

公営地下鉄団体土木構造物68　保険料 745

65　賃借料

3

道路管理センター、ゼロ災害年会費、構造物管理支援システム運営協議会負担金　ほか126



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）
41　資産減耗費

・教育文化センターエレベーター撤去工事
49　備消品費

・非常機材補充事業
63　委託料の設備区計器較正料

・設備区で使用している風速計・酸欠測定器等の計器類は、長年較正をせず使用しているので、正確な測定ができない
可能性があるため、費用を計上する。

設備区計器較正料（風速計、酸欠測定機器等）

教育文化センターエレベーター撤去工事（設計）

非常機材補充事業

63　委託料

合 計 4,582

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 3,423

B

41　資産減耗費

A
15,779△ 予算額 4,582 20,361

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 金久、倉本、森

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 建築課

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）

　（３　新規項目・主要事業等）
49　備消品費

・非常機材補充事業

816 非常機材補充事業

合 計 816

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B ○

49　備消品費

A
816 予算額 816 0

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度

01　営業費用
10　線路保存費 金久、倉本、森

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 建築課

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）

経費縮減を念頭に業務上必要なものを計上し、人材確保・育成に伴う経費を盛り込んだ

　（３　新規項目・主要事業等）

事務所火災保険、賠償責任保険

1,664

市内・市外出張旅費826

研修会参加費用等

貸室料、会議会場費

会議謝金

57　通信運搬費 337 電話料金、LAN回線使用料

書籍、事務用品等

68　保険料

65　賃借料

事務所の電気、水道代

64　手数料

56　旅費

63　委託料 5,634 事務所清掃代、複写サービス

会議飲料代61　会議費 15

58　印刷製本費 150 大判コピー等

337

105

54

8,548

66　諸謝金

合 計 18,104

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

51　光熱水費 434

B

49　備消品費

A
736 予算額 18,104 17,368

様　式　Ａ

平成29年度　経費　事業計画書

29年度

担当

28年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 吉本

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 建設改良課

増△減
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