
款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 重要部保全・全般保全検査用材料調達事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

・23年度～28年度の購入実績単価及び見積を用いて、各種部品の使用予定数量から予算金額を算出した。

・対象期間：29年度第3四半期～30年度第2四半期

○目標

・全般検査周期の延長により交換部品の縮減を図る。

＜内訳＞

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

（単位：千円）

合計 61,890 58,136

重要部保全検査用材料 44,562 58,136

全般保全検査用材料 17,328 0

項目 ２８年度 ２９年度 ３０年度

全般保全検査用材料 0 0 0

合計 58,136

項目 単価 編成数 金額

重要部保全検査用材料 7,267 8 58,136

合計 7,267 0

（単位：千円）

戸閉装置部品 0

車体部品 0

電動空気圧縮機部品 0

制御・一般電気部品 0

台車部品 0

空制部品 0

・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部保全・全般保全検査において、車両の安全運行確保と性能維
持のため、定期交換が必要となる各装置の部品を購入します。

・対象編成数：29年度下期、重要部保全4編成及び30年度上期、重要部保全4編成
（合計、重要部保全8編成分）

（単位：千円）

項目
検査別材料費(1編成当たり)

重要部保全 全般保全

（単位：千円）

29年度予算額

58,136

中期経営計画

共通

予 算 額 803,583 718,540 85,043 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

2 列車検査・月検査用材料調達事業

（１　事業目的・内容）

・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する列車検査・月検査において、車両の安全

運行確保と性能維持のため、定期的に交換が必要となる消耗品や摩耗品を購入します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

・平成23年度から28年度の購入実績単価及び見積を用いて、各種部品の平成29年度使用予定数量に基づ

き積算を行った。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

合計 38,033

集電・回転部品 集電靴、軸ブラシ等

車体・空調部品ほか ワイパーブレード等

制御・一電部品 蛍光灯、前照灯等

台車部品 制輪子等

（単位：千円）

項　目 金　額 備　考

29年度予算額

38,033

中期経営計画 －

月検査 画像１ 月検査 画像２



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

3 車輪購入事業

（１　事業目的・内容）
・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部保全・全般保全検査において車両
の安全運行確保と性能維持のため使用限度に達した車輪を新品に交換します。

（２　前年度から変更・見直しした点）
・鉄鉱石及び原料炭の価格変動を考慮し発注をする。

・鉄鉱石及び原料炭の価格についてH28年度第二四半期時点での見積もりを採用し積算した。

＜車輪新品径＞　860mm

3000A形出場限度

M車　　800mm

T車 　　805mm

3000N形出場限度

M車　　805mm

T車 　　810mm

3000Ｒ形出場限度

M車　　800mm

T車 　　800mm

3000S形出場限度

M車　　810mm

T車 　　810mm

○内訳

○課題

在庫管理の徹底

適正価格の見極め

○目標

価格変動の低い時期に 低必要数を購入する。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

税（８％） 金額

48 68　（安全在庫16枚含む） 20

（単位：千円）

在庫 必要数量（８枚/両） 購入数 単価 合計

第59編成予備軸分 59 4

合計 52

50 2 16

51 2 16

48 0 0

49 0 0

３０００R形

45 0 0

46 2 16

47 0 0

形　　式 編成 車両数 交換数量（8枚/両）

３０００N形 35 0 0

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

4 全般・重要部検査委託事業

（１　事業目的・内容）
鉄道車両の安全運行の確保と性能維持を目的として、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び

「施設及び車両の定期検査に関する告示（国土交通省告示）」に基づき各鉄道事業者が鉄道車両に関する

基準及び検査周期等を定めた実施基準（横浜市高速鉄道車両実施基準）を届け出ており、この実施基準に

定めた検査周期により実施する重要部保全検査・全般保全検査等の業務を委託して行います。

26年度から5年間の複数年契約としており、5年契約の4年目となります。

（１）重要部保全検査（検査周期５年・６０万㎞以内）

車体と台車を分離し、床下機器を取り外して、台車等の非破壊検査・ブレーキ弁類の単体検査

動力発生装置・走行装置・基礎ブレーキ装置・制御装置・補助電源装置・その他の重要な装置の

分解整備を行うと共に、摩耗部品の交換等も行います。

保安装置のATC装置・列車無線装置は製造業者による点検整備を行います。

整備終了後に構内及び本線試運転を実施し、総合評価を行います。

（２）全般保全検査（検査周期10年以内）

重要部保全検査の内容に加え、ブレーキ弁類の部品交換、ゴムホース類の交換、車輪軸の軸受け交換

主電動機の分解整備等、車両全般にわたり検査します。

（３）特別整備

ｱ 空調装置の性能維持と臭い対策のため定期洗浄年2回（5月使用前洗浄：10月中間洗浄：37編成×2回）

ｲ 冷房装置のロールフィルター交換（全車）及び3000Ａ・Ｎ形車両の吹出し口フィルターの交換

ｳ 3000A・Ｎ形車両の劣化した客室シートの張替え

ｴ 3000A形車両の劣化した集電母線や主電動機配線の張替え及びその他業務補助

（２　前年度から変更・見直しした点）
税率８％

重要部保全検査

全般保全検査

特別整備

税

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び施設及び車両の定期検査に関する告示
横浜市高速鉄道車両実施基準

（４　年次表）

債務負担設定
事　　業　　費 357,704 398,806 349,392 332,862 327,716 1,766,480

上段：繰越　(外数)

26年度予算 27年度予算 28年度予算 29年度予算 30年度以降 総　　額

332,862 327,716

25,881 1 24,656 1 24,275

合計 357,704 398,806 349,392

1 16,737 1 16,579

式 1 26,496 1 29,541 1

0

その他業務補助等 式 1 23,528 1 23,684 1 25,501

18,428 2 9,214 1 4,607 0

37 4,884 37 4,884

客室シート張替 4,607 編成 2 9,214 4

35,076

冷房装置ＲＦ交換 132 軸 37 4,884 37 4,884 37 4,884

35,076 74 35,076 74 35,076 74空調維持点検整備 474 回 74 35,076 74

1 74,675 1 61,304 1 56,539

1 430 1 430

式 1 72,702 1 82,072

2,561

列車無線装置 430 編成 7 3,010 6 2,580 2 860

15,366 2 5,122 1 2,561 1ＡＴＣ装置ほか 2,561 編成 7 17,927 6

2 59,128 1 29,564 1 29,564

32,555 1 32,555

車体ほか 29,564 編成 7 206,948 6 177,384

3,010

式 1 227,885 1 195,330 1 65,110 1

1,290 6 2,580 7 3,010 7

7 17,927 7 17,927

列車無線装置 430 編成 1 430 3

193,410

ＡＴＣ装置ほか 2,561 編成 1 2,561 3 7,683 6 15,366

82,890 6 165,780 7 193,410 7車体ほか 27,630 編成 1 27,630 3

1 183,726 1 214,347 1 214,347

数量 金額 数量 金額
式 1 30,621 1 91,863

数量 金額 数量 金額 数量 金額

（単位：千円）

項目 単価 単位
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

29年度予算額

332,862

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

5 ブレーキライニング張替修理事業

（１　事業目的・内容）
ディスクブレーキに使用しているブレーキライニング(パット)の使用限度管理値に達したものを、

新品に張り替えます。

28年度と同様の2,200枚を計上しました。

○内訳 （単位：千円）

※単価は28年度実績

（２　前年度から変更・見直しした点）
全般保全検査・重要部保全検査で新品ライニングと交換されます。このブレーキライニングを選定し

中古品として再利用を徹底しています。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

新品ライニング暑さ　　　　２２㎜

使用限度 ８㎜

ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ張替 2,200

項目 数量 単価 金額 税込金額

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

6 ディスク板購入事業

（１　事業目的・内容）
・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部保全・全般保全検査において車両

の安全運行確保と性能維持のため使用限度に達したブレーキ装置のディスク板を新品に交換します。

・摩耗したディスク板は入場毎に削正をしていますが、次回入場（約５年間）まで使用できるよう出場限度を

定めており、限度を割ったディスク板を交換します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

＜形式別交換表＞

＜ディスク板新品径＞　
21mm

3000A形出場限度
M車　　17.3mm
T車 　　13.1mm

3000N・Ｒ形出場限度
M車　　16.4mm
T車 　　13.1mm

○内訳

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

金額
36 96 92 （安全在庫32枚含む）

合計 96

（単位：千円）
在庫 必要数量 購入数 単価 合計 税（８％）

2
50 12
51 14

３０００R形

45 24
46 10
47 0
48 8
49

形　　式 編成 交換数量
３０００N形 35 26

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

7 連結ホロ購入事業

（１　事業目的・内容）
・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する、重要部保全・全般保全検査において使

用限度に達した車体の部品を購入するものです。

車両間に設置される連結ホロは、幌枠などの剛体部分と、幌布が幌骨で保持された可とう部分とにより構

成されており、快適な乗り心地、車両の安全走行を確保するため重要な装置の部品です。

連結ホロは約10年毎に検査入場に合わせ交換していましたが、23年度より修理対応が不可能なものだけを

交換するように整備内容を見直しました。

○内訳

（２　前年度から変更・見直しした点）

経年劣化によりホロの亀裂・緩衝帯折損等

修理不能品が増加してる。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び検査告示（第５条）

キセ布組立 5

合計

連結ホロ組立 5

水切りパッキン 1式

（単位：千円）

項    目 数量 単価 税込金額

29年度予算額

中期経営計画 －

連 結 幌

緩衝帯

キセ布組立



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

8 空気バネ組立購入事業

（１　事業目的・内容）
・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部保全・全般保全検査において車両

の安全運行確保と性能維持のため使用限度に達した台車の部品を購入するものです。

この台車は、積層ゴム付き空気バネと牽引装置にＺリンク式を採用した軽量ボルスタレス台車です。軸箱支持

装置には、リンクを採用して構造の簡略化、重量軽減及び乗り心地の向上を図ったモノリンク式を採用してい

ます。主軸受は、保守容易な複列円筒コロ軸受を使用しています。基礎ブレーキ装置は、ディスクブレーキ方

式を、車輪は、キシリ音低減を図るためゴム付丸リング防音波打車輪を採用しています。

空気バネの交換作業は車体と台車を分離しないとできないため、重要部保全・全般保全検査工程に合わせ

て実施しており、乗り心地の維持のため使用限度に達した空気バネを交換します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

○内訳

空気バネ交換工程表 （24個／編成）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

24 96

税込金額 22,577 ー

３０００R形車両（14編成） ー 168 24 ー

ー

３０００Ｓ形車両（8編成） 24 ー ー ー ー ー

31年度 32年度 33年度

３０００Ｎ形車両（7編成） 24 24 ー ー ー

（単位：千円）

項目 単価 28年度 29年度 30年度

29年度予算額

中期経営計画 －

空気バネ



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

9 3000N・Ｒ形車両軸箱支持装置等部品購入事業

（１　事業目的・内容）
・「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部保全・全般保全検査において車両

の安全運行確保と性能維持のため使用限度に達した軸箱支持装置、牽引装置の部品を購入するものです。

車両の車軸を支える軸箱支持装置はモノリンクと特殊ゴムを採用したモノリンク式です。リンクのゴムブッシュ

と軸バネ内の特殊ゴムにより適度な弾性と減衰作用を持たせています。

牽引装置は、Ｚリンク式で台車枠と車体間の駆動力、制動力を車体に伝達するとともに台車のボギー中心とな

る働きをします。

3000Ｎ・Ｒ形車両は、製造より10年以上が経過しており、経年劣化したゴムブッシュ等を交換し車両性能を維持します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

○内訳

ゴムブッシュ交換工程表：３０００Ｎ・Ｒ形車両（21編成）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び検査告示（第５条）

税込金額 11,191 11,191

96

牽引リンク用ゴムブッシュ （48個／編成） 240 240 384 48

対象編成数 5編成 5編成 8編成 1編成

モノリンク用ゴムブッシュ （96個／編成） 480 480 768

（単位：千円）

項目 27年度 28年度 29年度 30年度

29年度予算額

中期経営計画 －

軸箱支持装置 牽引装置

モノリンク ゴムブッシュ 牽引リンク



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

10 制御装置内各電源部（ＡＶＲ）購入事業

（１　事業目的・内容）
本件は、ブルーライン３０００形車両のＶＶＶＦインバータ制御装置で使用している装置内電源部（ＡＶＲ）を購入するも
のです。制御装置内の各電源部は、それぞれに対応する機器及びプリント基板への電源供給を行っています。
これらの電源部（ＡＶＲ）には耐久年数の目安があり経年劣化や性能低下により故障へと波及する重要な部品です。

経年劣化した電源部（ＡＶＲ）を新品に交換し車両の安全運行確保と性能維持に努めます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

○見直し点
28年度実績を使用

○数量

○内訳（１編成当たり）

１編成当たり ×8編成＝

（税込8%）＝

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

VVVFインバータ制御装置 ゲート用電源ユニット

26,520 26,520
制御装置内各電源部（ＡＶＲ）

8編成分 8編成 8編成 8編成 6編成

（単位：千円）

27年度予算 28年度予算 29年度予算 30年度予算 31年度予算

ブレーキＩ／Ｆ電源 ＤＤＣ１ 2
合計

Ｅ／Ｏユニット電源 ＳＳＤ－２４０２Ａ 4
安定化電源 ＲＰ１０－ＡＶＲ５ 4

リレー用電源ユニット ＳＳＤ－２４０２Ａ 4
ゲート用電源ユニット ＤＡ－１２００２ 2

３０００形車両すべてに搭載されており、編成当たりＶＶＶＦインバータ制御装置は２台です。

（単位：円）
項目 品名 数量 単価 金額

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

11 戸閉制御装置リレー購入事業

（１　事業目的・内容）
本件は、ブルーライン３０００形車両の戸閉制御装置で使用している装置内リレーを購入するものです。この装置は

ＡＴＯ送受信器からの信号をリレー動作に変換しワンマン運転時は運転士スイッチに連動、ツーマン運転時は車掌
スイッチに連動してホーム柵ドア開閉指令を出力します。併せて運転台に配置されている「ホーム柵」「ホーム柵 ドア

支障」「ホーム柵異常」表示の点灯条件も出力します。車両のドア開閉には欠かせない部品であり、車両の安全運行
確保と装置の性能維持ため戸閉制御装置リレーを購入します。

（２　前年度から変更・見直しした点）
○見直し点

○数量

○内訳（１編成当たり）

１編成当たり ×21編成＝

（税込8％）＝

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

戸閉制御盤 YTMモニタ「ドア開」情報画面

戸閉制御装置リレー購入事業
21編成

（単位：千円）
29年度予算

パワーリードリレー ＲＢ４Ｐ－Ｇ２２Ｄ 14
合計

ソリッドステートタイマーＨ３ＣＲ－Ｆ８ 2
パワーリードリレー ＲＢ３Ｐ－Ｇ２１Ｄ 57

パワーリレー ＭＭ４ＸＰ－Ｄ 14
ソリッドステートタイマーＨ３ＣＡ－Ａ 20

（単位：円）
項目 品名 数量 単価 金額

交換委託事業から購入に変更し自営での交換とする。

３０００形車両すべてに搭載されており、編成当たり戸閉制御装置は２台です。

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

12 ３０００形各装置箱パッキン交換事業

（１　事業目的・内容）
本件は、ブルーライン３０００Ｎ・Ｒ・Ｓ形制御装置箱、３０００Ｎ形補助電源装置箱、３０００Ｓ形ブレーキ制御ユニット箱

のパッキンを交換するものです。
経年劣化によるパッキンの劣化が著しく本体とフタとの間に隙間ができ塵埃等(鉄粉含む）が混入しています。塵埃等

が混入することにより電子機器に悪影響をおよぼし故障へと波及する恐れがあるためパッキン交換を行い車両の安全
運行確保と性能維持を目的に本事業を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

○数量

○内訳（１形式当たり）

（単位：千円）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

ブレーキ制御ユニット パッキンへたり

制御装置 補助電源装置

各装置箱パッキン交換
8編成分

29年度予算

計
消費税8％

合計

３０００Ｒ形 (制御) 6

３０００Ｓ形 (制御・BR制御UT） 1

形式 編成 単価 金額
３０００Ｎ形 (制御・補助電源) 1

制御装置箱・補助電源装置箱は編成当り２台です。
ブレーキ制御ユニットは編成当り６台です。

（単位：千円）

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

13 ３０００Ａ形制御装置ＣＶＣＦ／ＲＹユニットオーバーホール事業

（１　事業目的・内容）
本件は、車両の安全運行確保と性能維持を目的として３０００Ａ形車両制御装置ＣＶＣＦ・ＲＹユニットのオーバーホー

ルを実施します。
３０００Ａ形車両の制御装置に搭載されているＣＶＣＦ（電源ユニット）およびＲＹユニット（リレーユニット）は経年劣化に

起因する輸送障害や故障が散見されている事から当該ユニットのオーバーホールを行い車両の安全運行確保と性能維
持を目的に本事業を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
○見直し点

仕様内容の見直しによる。

○数量
３０００Ａ形制御装置は　編成当たり２台です。

○内訳（１編成当たり）

１編成当たり ×7編成及び予備品　＝ （予備各CVCF：4台、RYユニット2台、確認試験含む）

（税込8％）＝

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

ＣＶＣＦ ＲＹユニット

側面

ＣＶＣＦ／ＲＹユニットオーバーホール
7編成分＋予備品

合計

（単位：千円）
29年度予算

確認試験 1

CVCFユニット 4
RYユニット 2

（単位：円）
品名 数量 単価 金額

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

14 ３０００Ａ形速度発電機購入事業

（１　事業目的・内容）
本件は、ブルーライン３０００Ａ形車両に使用される速度発電機を購入するものです。
速度発電機は、両先頭車の車軸端に取付けられており、誘導子と固定子を備えた誘導子形速度発電機です。車軸に

合わせて誘導子が回転し、固定子との間に速度に比例した交流電圧を発生させＡＴＣ装置、モニタ装置、速度指示計等
に出力し速度、距離情報として使用します。

車両に搭載された速度発電機は、製造から３０００Ａ形車両で２２年経過しており経年劣化により速度発電機内部端子
等が折損し故障を検知し非常停止の事象が発生しています。

速度発電機は修理対応が不可能であるため速度発電機を購入し、車両の安全な運行確保と性能維持を目的に本事
業を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
○見直し点

○数量

○内訳 （１編成当たり）

１編成当たり ×8編成＝

（税込8％）＝

（単位：千円）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

速度発電機
8編成分

合計

29年度予算

速度発電機（Ｒ） 2
速度発電機（Ｌ） 2

28年度実績を使用

編成当たり４台です。

（単位：円）
品名 数量 単価 金額

29年度予算額

中期経営計画 －

速度発電機



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

15 戸先ゴム購入事業

（１　事業目的・内容）
　本件は、ブルーライン３０００形車両に使用される戸先ゴムを購入するものです。

　戸先ゴムは、３０００形車両の客室ドア先端に挿入され、お客様のご利用に際し開閉されたドアに接触や車椅子、ベビーカーの車輪・車軸が

挟まれ場合に衝撃を緩和させる目的で導入されています。

　現在使用されている戸先ゴムは、本体が中空になっておりゴムが変形しやすくベビーカーの車軸など細い物を挟んだ際に客室ドアが完全に

閉まってしまい電車が走行できる状態になり、他の鉄道事業者において事故が発生しています。

　本件は、従来品よりも厚みのあるもので、挟み込みの際に変形を防ぎ電車を走行できない状態にするとともに、お客様の安全を守ります。

（２　前年度から変更・見直しした点）
○見直し点

○数量

○内訳 （１編成当たり）

１編成当たり ×27編成＝

（税込8％）＝

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

合計

（単位：千円）
29年度予算

戸先ゴム
27編成分

戸先ゴム 72

新規事業

編成当たり７２本です。

（単位：千円）

品名 数量 単価 金額

29年度予算額

中期経営計画 －

戸先ゴム



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

16 ３０００S形電動空気圧縮機用電動機購入事業

（１　事業目的・内容）
　本件は、３０００S形車両に使用される電動空気圧縮機用電動機を購入するものです。

　電動空気圧縮機用電動機は、両先頭車に搭載されておりブレーキ装置、空気バネ、戸閉装置等で使用される圧縮空気を作る電動圧縮

機を動作させるものです。

　現在、３０００S形以外の３形式については2台づつ予備品があり、全般・重要部保全検査においてリンク整備を行っていますが３０００S形

は予備品が1台しかなく、入場期間内（年間８本２５日工程）に整備を行っています。

　急行運転が導入された事で、走行距離が延び検査周期の６０万キロを超える車両が発生するため年間９本行う年があり、２５日工程が

２２日前後に短縮され検査期間内での整備が困窮されるため電動機を購入し、リンク整備を行うことで円滑に作業を行い安全作業の確立と

装置の性能維持を確保します。

（２　前年度から変更・見直しした点）
○見直し点

○数量

○内訳

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

合　計

電動空気圧縮機用電動機 1
消費税（８％）

新規事業

１台

（単位：千円）

品　　　　名 数量 単　価 金　額

29年度予算額

中期経営計画 －

電動機

電動空気圧縮機



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

17 3000Ｎ形車両駆動装置点検整備事業

（１　事業目的・内容）
・車両の安全運行確保と性能維持を目的として3000Ｎ形車両駆動装置のオーバーホールを実施します。

3000Ｎ形車両駆動装置は製造より１８年が経過しており、大歯車部分や小歯車部分の劣化による漏油が著しく点検整備の

作業に支障がでています。また、軸受け部分の劣化が進むと騒音や振動の原因となるため、軸受け交換も含め駆動装置の

オーバーホールを実施し車両の安全運行確保と性能維持に努めます。

（２　前年度から変更・見直しした点）
新規事業

＜委託内容＞ 3000Ｎ形駆動装置のオーバーホール

・大歯車軸受け及び小歯車軸受けの交換、シム、ガスケット等の消耗品の交換
・既存車輪は再圧入する

○内訳

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

合　計

駆動装置ＯＨ 24
消費税（８％）

（単位：千円）
品　　　　名 数量 単　価 金　額

29年度予算額

中期経営計画 －

３０００Ｎ形
駆動装置

小歯車部分の漏油 大歯車部分の漏油



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

18 3000N・S形車両ATC装置速度照査部DC/DCコンバータ交換事業

（１　事業目的・内容）
・車両の安全運行確保と性能維持を目的として3000Ｎ・Ｓ形車両ATC装置速度照査部の電源として使用しているDC/DCコンバータの

交換を実施します。

3000Ｎ・Ｓ形車両のATC装置速度照査部で電源として使用されているDC/DCコンバータは、経年劣化による電源低下で故障が多発

している事からDC/DCコンバータの交換を行い車両の安全運行確保と性能維持を目的に本事業を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
新規事業

＜委託内容＞ 3000Ｎ・S形ATC装置速度照査部DC/DCコンバータ交換

○内訳

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両実施基準による各部品の使用限度および交換周期による。

合　計

DC/DCコンバータ交換 96
消費税（８％）

（単位：千円）
品　　　　名 数量 単　価 金　額

29年度予算額

中期経営計画 －

ATC装置

速度照査部

1編成に6台搭載

DC/DCコンバータ



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

19 3000N/R/S形蓄電池接触器更新

（１　事業目的・内容）

更新計画 （単位：千円）

（２　前年度から変更・見直しした点）
新規事業

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
現場の意見

（４　年次表）

債務負担設定
事　　業　　費

総　　額

上段：繰越　(外数)

28年度予算 29年度予定 30年度予定 31年度予定 32年度以降

税込金額

金額 －

税（8%） －

3000S形 － 1編成 7編成 8編成

施工数 10編成 10編成 9編成 29編成

3000N形 7編成 － － 7編成

3000R形 3編成 9編成 2編成 14編成

・ブルーライン3000形車両には停電時や第三軌条の無い場所でも蛍光灯などの車内設備に電源を供給できるように蓄電池を搭載してい
ます。蓄電池接触器は、蓄電池と車両の回路を接続/切断するための機器で、列車の運行に欠かせない機器です。

3000N/R/S形車両に搭載されている蓄電池接触器は、製造から時間が経過して故障件数が増加していますが、内部の部品がすでに製
造中止となっており、今後修理が難しい状況です。そこで、新型車である3000V形に搭載した蓄電池接触器と同形の接触器に交換し、故
障件数の低減を図ります。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 合計

29年度予算額

中期経営計画 －

3000形車両蓄電池外観 3000形車両蓄電池接触器外観



款： 項： 目：

節・細節： 吉田、松山38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 車両課

【　事　業　内　容　】

20 その他修理事業

（１　事業目的・内容）
車両の不具合箇所の、修理対応をおこないます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

３０００Ａ形車両の電機品オーバーホールは18年度に完了しておりますが、修理件数は増加傾向にあります。

29年度予算は、H23年度～H27年度までの修理実績の平均を基に計上しました。

H25～H27年度　修理費実績合計（110,847/3＝36、949）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令　第８７条｢施設及び車両の保全｣

予算額 18,550 19,645 21,232

修理費実績 23,756 30,059 57,032

項　目 25年度 26年度 27年度

29年度予算額

36,949
中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 重要部・全般検査用材料調達事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

・対象編成数：

<内訳>

※1 ※2

※1

※2

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

横浜市高速鉄道車両整備実施基準による各部品の使用限度及び交換周期による。

○426,289

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

631,753

(単位：千円)

2編成

空制部品

制御・一般電気部品

パンタグラフ部品

台車部品

　「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部・全般検査において、車両の安全運行確保と性能維持時のため、定期交換が
必要となる各装置の部品を購入します。

2編成

重要部・全般検査用材料

平成30年度

中期経営計画

全般検査

4編成

空気圧縮機部品

重要部検査 計

・全般、重要部検査時の交換が必要な部品数増加
→経年劣化調査によって、交換周期が定まっていない部品の交換周期が決定したため。
・パンタグラフ2組(１編成分)の購入を含む
→重要部・全般検査にてパンタグラフの探傷試験が必須項目となり、傷や亀裂が発生した場合の復旧は予備品と交換となります。しかし、現在予備品が
ない状態であるため。
・リニアモータ1台の購入を含む
→H27年度の第1編成地絡事故により、１台使用し、予備数量が不足しているため。
・塗油装置の予備品購入を含む
→H28年度増備した第02編成塗油装置の予備品がなく、故障時の対応ができないため。
・床下電子機器箱パッキン購入を含む(全般、重要部検査：その他部品内に計上)
→床下機器箱パッキン経年劣化による雨水、埃侵入が発生しており、電子機器の故障の要因となるため。
・GTV端末装置及び中央装置の予備品購入を含む
→故障対応等で予備品を使用しており、交換用の予備品が不足しているため。

・過去購入実績及び見積を使用し、各部品の必要予定数量から予算金額を算出した。

項目

その他部品

座金・Oリング

戸閉装置部品

205,464

重要部検査[1編成あたり] 全般検査[1編成あたり]

共通

（単位：千円）

29年度予算額

106,542

GTV装置

計

予算額

パンタグラフ

(単位：千円)

項目 単価 数量

重要部検査用材料

全般検査用材料

金額

リニアモータ

塗油装置

106,542計



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

2 列車検査・月検査用材料調達事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

<内訳>

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両整備実施基準による各部品の使用限度及び交換周期による。

各種装置部品

計

－

パンタグラフ部品

その他部品

車体部品

金額項目 備考

　「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する列車検査・月検査において、車両の安全運行確保と性能維持時のため、定期交換が
必要となる消耗品や摩耗品を購入します。

・過去購入実績及び見積を使用し、各部品の必要予定数量から予算金額を算出した。

中期経営計画

(単位：千円)

一般電気部品

13,261

スリイタ、固形潤滑剤等

GTV用部品等

マスコン防塵板等

前照灯、蛍光灯等
座金、パッキン等

29年度予算額

13,261



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

3 車両検査ほか委託事業

（１　事業目的・内容）

○定期検査の内容

（２　前年度から変更・見直しした点）
・29年度から4年間の複数年契約としており、29年度は4年契約の1年目となります。
・車体ほかの作業項目に「携帯電話電源オフエリア床フィルム交換作業」を追加　※1
・車体ほかの作業項目に「客室シート表地交換」を追加　※1
・車体ほかの作業項目に「車輪交換」を追加　※2
・車体ほかの作業項目に「床下機器箱パッキン交換」を追加　※2
・月検査、列車検査ほかの作業に「暖房点検」、「業務補助(検修設備月例点検等)」を追加
・各種業務の単価の見直し(見積及び積算)

※1   重要部・全般検査入場の1次車(第01～15編成)を対象
※2   重要部・全般検査入場の1次車かつ車輪交換が未実施の車両を対象

<車両検査ほか委託事業内訳>
項目

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令(国土交通省令)
・施設及び車両の定期検査に関する告示(国土交通省告示)
・横浜市高速鉄道車両整備実施基準

（４　年次表）

　鉄道車両の安全な運行を確保するため、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(国土交通省)及び施設並びに車両の定期検査に関する告示(国土
交通省告示)により定められた各種定期検査として、列車検査、月検査及び重要部検査、全般検査を実施するものです。
　29年度から4年間の複数年契約とします。4年契約の1年目となります。

列車検査 10日を超えない期間ごとに車両の主要部品の状態について、目視等により検査を行います。
月検査 90日を超えない期間ごとに車両の状態及び機能について検査を行います。

重要部検査
4年または走行距離が60万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間ごとに、動力発生装置、走行
装置、ブレーキ装置等、主要部分について分解・検査を行います。

全般検査 8年を超えない期間ごとに、車両を全般にわたって分解・検査を行います。

(単位：千円)
29年度 30年度 31年度 32年度

数量 金額 数量

中期経営計画 －

重要部検査
全般検査

重要部検査 編成 3
単価 単位 数量 金額

全般検査 編成 2

3

列車無線装置
編成 3

ATC装置ほか
重要部検査 編成 3 2 2
全般検査 編成 2 2 2

1

4

3

2
4

3

3

4

全般検査 編成 2 2 2
2 2 1

計

重要部検査

68

暖房点検 回 17 17 17 17
3434

272
68

式 1

272
34

544 544

244244

272

243

1

(単位：千円)

債務負担設定
事　　業　　費

1 1
式 1 11

32年度以降 総　　額

故障対応

月検査、
列車検査ほ

か

月検査 回 68

上段：繰越　(外数)

29年度予算

合計

30年度予定 31年度予定

計
業務補助(検修設備月例点検等)

544
576

1

枚 544

244責任者 回
576 576

車輪削正 軸 272
冷房点検

1

ライニング張替
回 576

2

客室シート交換

回 34

68

編成 3

列車検査

22

4
車体ほか

金額数量 金額

29年度予算額

編成 3

44

1

車輪交換 0
4床フィルム交換 編成



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

4 車輪購入事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）
鉄鉱石価格の変動が予想される。契約業者より、次年度発注予定であることを考慮したうえでの見積を徴収し積算しました。

<内訳> ※1編成あたりの使用枚数：32枚

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両整備実施基準による各部品の使用限度及び交換周期による。

数量 単価 金額

　「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部、全般検査において、車両の安全運行確保と性能維持時のため、使用限度に
達した車輪を交換するため、交換用車輪を購入します。

計 480枚15編成分

H29年度予定購入数量 6編成分 192枚
H30年度予定購入数量 1編成分   32枚

中期経営計画 －

29年度予算額

H28年度購入数量 8編成分 256枚

6 192

予定購入数量

10000形車両用車輪
編成数



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

5 ブレーキディスク板購入事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）
鉄鉱石価格の変動が予想される。契約業者より、次年度発注予定であることを考慮したうえでの見積を徴収し積算しました。

<内訳> ※1編成あたりの使用枚数：16組

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜市高速鉄道車両整備実施基準による各部品の使用限度及び交換周期による。

－

編成数

5編成分   80組
計 15編成分 240組

数量 単価

H29年度予定購入数量 5編成分 80組

5
金額

29年度予算額

中期経営計画

H31年度予定購入数量

　「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づいて実施する重要部、全般検査において、車両の安全運行確保と性能維持時のため、使用限度に
達したブレーキディスク板を交換するものです。

8010000形車両用ブレーキディスク板組立

H30年度予定購入数量 5編成分   80組

予定購入数量



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

6 P/Eセンサ購入事業

（１　事業目的・内容）

・ブルーライン車両故障実績

・編成あたりの使用数量

（２　前年度から変更・見直しした点）
ブルーラインでの購入実績を使用して予算額を算出しました。

<購入予定>

※1編成分は予備

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

平成27年度

予定購入数量

H29年度予定購入数量 8編成分

○ ○ ○ ○
使用個数 6 5 5 6

使
用
箇
所 ○ ○ ○ ○

○
- -

BC1

M2 M5

件

平成25年度
平成26年度

29年度予算額

○ ○ ○ ○

H30年度予定購入数量 8編成分 176個

計 16編成分 352個

　PEセンサは圧力検出装置に内蔵されている圧力センサで、BC圧、MR圧、AS圧、CR圧の空気圧力を電気変換する装置です。
このセンサはブルーライン車両と同じ形式のものを採用しております。ブルーラインにおける不具合実績及び耐用年数が8年であることを考慮し、予防保
全のため、H29年度より、1次車を対象に交換を行います。
　交換は、重要部、全般、月検査車両を対象に実施します。

○MR

BC2 ○ ○

○
○ ○ ○

Mc6

3
6
2

号車 Mc1

中期経営計画 －

件
件

計 22

○
AS12

CR

○

176個

AS34



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

7 電子機器搭載電源購入事業

（１　事業目的・内容）

・編成あたりの使用数量

（２　前年度から変更・見直しした点）
　見積を徴収し積算しました。

<購入予定>

※1編成分は予備

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

H30年度予定購入数量 8編成分

計 16編成分

枚
4 枚

H29年度予定購入数量 8編成分

予定購入数量

装置

VVVFｹﾞｰﾄ制御

ATC受信制御部
ATC検査記録部
ATO制御部
BCU（ﾌﾞﾚｰｷﾕﾆｯﾄ）

電源カード
AVR5(RP10-AVR)
DDC1(RP10-DDC1-01)
PSG
PSG
PSG
RB21-AVR6B

数量
4 枚
2 枚
4 枚
2 枚
2

　車両に搭載されている電子機器には、それぞれ電源カードが搭載されております。各装置へ、安定した電源を供給するためには、電源カードが正常に
動作することが、必要不可欠であり、電源カードに不具合が発生した場合、正常な電圧の電源が供給されなくなり、機器の故障を発生させる恐れがあり
ます。
　予防保全のため、各電子機器内の主要電源カードの交換を実施します。

－

29年度予算額

中期経営計画



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

8 車両装置箱パッキン貼換事業

（１　事業目的・内容）
　車両床下に搭載されている主要車両装置箱の防水防塵パッキンの交換を行うものです。
車両装置箱パッキンの経年劣化により、パッキンとしての機能が低下し、車両装置箱内に雨水や埃が侵入しております。
車両装置箱には各種電子機器が内蔵されており、雨水や埃の侵入により、電子回路の故障等が発生する恐れがあります。
※本事業の予算額はパッキン貼り換え作業費のみ計上。材料費は「重要部・全般検査用材料調達事業」に含む。

施工対象機器
・ VVVFインバータ装置箱
・ SIV装置箱
・ ブレーキ制御装置箱
・ ATC装置箱(ATO装置、トランスポンダ装置)
・ 列車無線装置箱

（２　前年度から変更・見直しした点）
　見積を徴収し積算しました。
　重要部、全般検査入場車両を対象に交換を実施します。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

29年度予算額

H30年度施工数量 4編成分

15編成分

H31年度施工数量 4編成分
H32年度施工数量 4編成分

計

3編成分
予定施工編成数

H29年度施工数量

中期経営計画 －

埃侵入状況浸水による錆



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

9 その他修理事業

（１　事業目的・内容）
車両故障等が発生した際に、不具合箇所の修理を実施するものです。
安全な運行の提供の為、迅速な修理を実施する必要があります。
次年度予定されている、臨時入場車両１編成分の車輪交換費用を含みます。

（２　前年度から変更・見直しした点）

・臨時入場車両車輪交換費用[編成] ×　　1編成分

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

平成25年度 50 9

平成27年度 63 29 4,718 163
3年間 平均 52 合計 56 合計 9,892 平均 177

2,043 227
平成26年度 41 18 3,131 174

　平成27年度までに発生した故障については、およそ半数が業者の瑕疵として修理対応してきました。
開業から8年が経過し、期間経過による経年劣化等が発生している状況の中で、瑕疵の範囲内での修理対応が困難となりました。
平成28年度以降発生した故障については、基本的には全件契約する必要があると考えられるため、今まで瑕疵対応で処理していた案件も考慮し、下記
のとおり、予算額を算出しました。

修理依頼件数 契約処理件数 契約実績総額 1件あたりの修理単価

過去3年間の平均修理件数　×　　過去3年間の平均修理単価    =　52[件]　×　177[千円]　=　9,204[千円]

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 中嶋　富沢

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 車両課01　営業費用

38　車両修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

10 空調装置オーバーホール事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）
　見積を徴収し積算しました。
　重要部、全般検査入場車両を対象に交換を実施します。
　平成29年度購入予定である、屋根上作業台が使用可能になってからの作業となるため、平成29年度後期から施工開始予定です。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

平成33年度実施予定

対象編成数
1
4
4
4
2

15

　10000形車両搭載空調装置は、熱交換器、パッキン等部品の経年劣化により、空調効率が低下しております。また、熱交換器からの排水が他の機器室
へ侵入しており、客室への水漏れや、同装置内コンプレッサーの動作不良を引き起こす恐れがあります。
　現在、ユニットクーラーの他機器室浸水対策及び排水用ドレンパン改修を施した試験品を第05編成Mc1車No.1クーラーへ搭載して試験運行中です。
改良品を他の編成(1次車)にも展開し、空調装置のオーバーホールを実施します。

29年度予算額

中期経営計画 －

計

平成30年度実施予定
平成31年度実施予定
平成32年度実施予定

平成29年度実施予定

EF

EF室拡大

浸水状熱交換



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（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）

車両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）

債務負担設定

32年度以降 総　　額

事　　業　　費 30 30

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

車両修繕費　材料費 単価 数量 単位 金　額
車両修繕費　材料費 1 式 30

共通

（単位：千円）

中期経営計画 －

（単位：千円）

29年度予算額

01　営業費用 30　車両保存費 所属： 上永谷保守管理所
38　車両修繕費

30

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

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

合 計 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 車両修繕　部品材料

（１　事業目的・内容）

緊急の地下鉄車両修繕に必要な部品・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）

予 算 額

38　車両修繕費 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 30　車両保存費 所属： 新羽保守管理所

中期経営計画 －

共通

30

（単位：千円）

29年度予算額

30

0 30 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ



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　部品材料　　　川和検修区

（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）

山田龍夫

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

中期経営計画 －

30

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 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

38　車両修繕費

30

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

30　車両保存費

30年度予定 31年度予定 32年度以降

0 30 ○

総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 米山

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料調達事業

（１　事業目的・内容）

      上永谷車両基地に設置している設備等に用いる消耗品を購入します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

      平成２３年度～平成２７年度の契約実績の平均値を根拠として積算を行いました。

      平成２３年度から平成２５年度の消費税率と平成２６、２７年度の消費税率が異なっているため、各年度の税抜金額を算出し

　　  積算しました。

各年度税抜金額（小数点第一位切上げ）

1,354÷1.05＝1,290（平成２３年度）

861÷1.05＝820（平成２４年度）

2,153÷1.05＝2,051（平成２５年度） 税率８％

3,228÷1.08＝2,989（平成２６年度）

1,616÷1.08＝1,497（平成２７年度）

平均値（小数点第一位切上げ）（税抜）

税率５％（平成２３～２５年度） (1,290+820+2,051+2,989+1,497)÷5=1,730

税率８％（平成２６、２７年度） 平均値（小数点第一位切上げ）（税込）

1,730×1.08=1,869

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

予算要求（税込）

1,869

1,616

1,354

△ 3,154

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

31,506 34,660

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

29年度予算額

1,869

平成２９年度

年度

平成２７年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

契約実績（税込） 年度

861

2,153

3,228



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

2 車両検修設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）

      上永谷車両基地、新羽車両基地の車両検修設備は、車両の各種検査並びに車両脱線時の復旧等に使用しています。

　　　これらの装置の性能及び安全性並びに寿命を維持する目的で、計画的に保守を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

自動車両洗浄装置 - 各１台 車両洗浄等

車両輪重測定装置 - 1台 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

- 1台 全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 各１台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

台車洗浄装置 - 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 各１台 脱線復旧等

- 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

- 1台 重要部・全般保全検査等 上永谷修繕工場

自動車両洗浄装置については下記二点の修理も行います。

・自動車両洗浄装置用コンプレッサ保護カバー修理

・自動車両洗浄装置グリース用チューブ修理

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

　　　車両輪重測定装置 横浜市高速鉄道車両実施基準第４６条（静止輪重の管理）

輪重比管理を適正に行うため輪重測定装置の校正を定期的（毎年）行う必要がある。

上永谷検修区及び
新羽車両基地

上永谷検修区及び
新羽車両基地

２年
(前回H27)

３年
(前回H25)

３年
(前回H25)

３年
(前回H25)

4年
(前回H24)

２年
(前回H27)

３年
(前回H26)

３年
(前回H26)

６年
(前回H23)

６年　(従来
故障対応)

29年度予算額

中期経営計画 －

台車塗装装置（脱臭装置、
塗装ロボット含）

（自動車両洗浄装置）

28年度点検 29年度点検

- ○

○ ○

○ -

台車トラバーサ（台車抜取
装置）

台車分解組立装置

磁粉探傷装置（磁化電源装
置&湿式磁粉探傷装置）

超音波探傷装置（作動油交
換含む）

ルーカス脱線復旧装置
（作動油その他交換含む）

主電動機気吹装置（気吹ロ
ボット含む）

- ○

- ○

○

○ -

○ -

○

台車輪軸転車台
（H２９初実施）

-

- ○

- ○

-

修理案件

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

3 車両移動機保守委託事業

（１　事業目的・内容）

       上永谷車両基地及び新羽車両基地に設置されている車両移動機、高所作業車は車輪の削正作業で車両を移動する際や車両

　　　点検時の車両屋根を検査する際に使用しています。

　　　これらの車両移動機の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、法令で定められた定期自主検査を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

車両移動機 AN77RR-2ST 1台 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

30D-BWAT 1台 車輪削正時の車両移動等 毎年 上永谷検修区

21HM 1台 車輪削正時の車両移動等 毎年 新羽車両基地

高所作業車 MAX-LIFT-700 1台 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

新羽車両基地の車両移動機（21HM）については、バッテリー、アルミタイヤ、LLC（冷却水）交換の修理も行います。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

　　　車両移動機 労働安全衛生規則第２２９条（定期自主検査）

事業者は、１年以内毎に１回、定期に自主検査を行なわなければならない。

　　　高所作業車 労働安全衛生規則第１９４条の２３（定期自主検査）

事業者は、１年以内毎に１回、定期に自主検査を行なわなければならない。

29年度予算額

中期経営計画 －

車両移動機（AN77RR-2ST） 車両移動機（30D-BWAT）

定期点検案件

修理案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

4 クレーン定期自主検査事業

（１　事業目的・内容）

　　　車両基地に設備されているクレーンは車両検査にて車両や車両部品等の重量があるものを運搬するために使用しています。

　　　各クレーンの性能、安全性及び寿命を維持する目的で、法令で定められた定期自主検査を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 重量 数量 使用用途 点検周期 設置場所

天井クレーン 15t/3t ２基 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

7.5t １基 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

1t １基 各装置等の運搬等 毎年 上永谷修繕工場

ホイスト付天井クレーン 10t １基 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

2.5t ２基 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

スタッカークレーン 4.2t １基 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

0.8t ２基 各装置等の運搬等 毎年 上永谷修繕工場

モノレールホイストクレーン 0.25t ２基 各装置等の運搬等 毎年 上永谷検修区

橋形クレーン 8.1t １基 レール等重量物運搬等 毎年 新羽車両基地

4.8t １基 レール等重量物運搬等 毎年 上永谷施設区

性能検査（揚力3t以上が対象）

名称 重量 数量

天井クレーン 15t/3t ２基

7.5t １基

ホイスト付天井クレーン 10t １基

スタッカークレーン 4.2t １基

橋形クレーン 4.8t １基

8.1t １基

１０tホイスト付天井クレーンに関しては、ワイヤーロープ劣化修理も行います。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
　　　労働安全衛生法第４５号の１、同法施行令第１５条、クレーン等安全規則第３４条（定期自主検査）

　　　１年以内毎に１回、また、１か月以内毎に１回、検査を行わなければならない。

　　　労働安全衛生法　第４５条の２

　　　特定自主検査を行う際は、資格を有するもの又は登録を受けたものに実施させなければならない。

29年度予算額

中期経営計画 －

（10tホイスト付天井クレーン）

検査実施周期 実施年

２年

28年

28年

28年

29年実施予定

29年実施予定

29年実施予定

定期点検案件

性能検査

修理案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

5 フォークリフト等特定自主検査事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷車両基地で使用しているフォークリフト及び作業台付蓄電池車は、重量がある車両部品の運搬等に使用しています。

　　　各フォークリフト及び作業台付蓄電池車の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、法令で定められた定期自主検査を行いま

　　　す。

バッテリーフォークリフト

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 重量 数量 使用用途 点検周期 設置場所

2.5t １台 物品搬入・移動等 毎年 上永谷修繕工場

1.65t １台 物品搬入・移動等 毎年 上永谷検修区

1.6t １台 物品搬入・移動等 毎年 上永谷修繕工場

1.5t １台 物品搬入・移動等 毎年 上永谷修繕工場

1.0t １台 物品搬入・移動等 毎年 新羽車両基地

エンジンフォークリフト 3.0t １台 物品搬入・移動等 毎年 上永谷修繕工場

作業台付蓄電池車 - ４台 重要部・全般保全検査等 毎年 上永谷修繕工場

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

　　　労働安全衛生規則第１５１条の２４（フォークリフトの特定自主検査）及び１９４条の２６（作業台付蓄電池車の特定自主検査）

　　　１年以内毎に１回、検査を行わなかればならない。

　　　労働安全衛生法第４５条の２

　　　自主検査を行う際は、資格を有するもの又は登録を受けたものに実施させなければならない。

29年度予算額

中期経営計画

バッテリーフォークリフト

－

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

6 架空集電装置定期検査事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷検修区（２基）、修繕工場（１基）及び新羽車両基地（２基）の架空集電装置は、第三軌条の設備が無い検修庫内での車

　　　両整備で車両用動力電源として使用しています。

　　　各架空集電装置の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、省令で定められた定期検査を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

架空集電装置 - ２基 車両電源供給 毎年 上永谷検修区

- １基 車両電源供給 毎年 上永谷修繕工場

- ２基 車両電源供給 毎年 新羽車両基地

　　　新羽の架空集電装置については、走行レール架台の下記修理を行います。

・ 腐食している走行レール架台取り付けボルトの交換（※月検線・列検線　各８０組程度）

・ 走行レール架台の部分補修塗装

・ 横行ストッパーが変形している部分があるため交換（製作含む）（※月検線・列検線　各４個）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

　　　鉄道に関する技術上の基準を定める省令第９０条の２

　　　施設及び車両の定期検査に関する告示第３条（電力設備の定期検査）

       １年以内毎に１回、定期に検査を行わなければならない。

29年度予算額

（架空集電装置）

中期経営計画 －

定期点検案件

修理案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

7 一般工作機械保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷修繕工場に設備されている一般工作機械は、車両の定期検査及び修繕に使用している機器になります。

　　　これらの機器は車両部品の脱着や機械的強度特性の評価判定に使用しています。

　　　各工作機械の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、省令で定められた定期検査を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

スケヤーシャー N-1504 １台 鋼板・アルミ・ステンレス等の板材の切断 毎年 上永谷修繕工場

油圧プレス BC-25 １台 材料加工（曲げ、圧縮、圧脱、圧入等） 毎年 上永谷修繕工場

バネ試験機 RUE-20 １台 毎年 上永谷修繕工場

KST22AD-S ２台

SG610AD-5HM １台

輪心旋盤 20154A １台 上永谷修繕工場

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

　　　スケヤーシャー 労働安全衛生法第４５条の１（定期自主検査）

事業者は、定期に自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない。

労働安全衛生法施行令第１５条の２（定期に自主検査を行うべき機械等）

労働安全衛生規則第１３５条（定期自主検査）

事業者は、１年以内毎に１回、定期に自主検査を行なわなければならない。

　　　バネ試験機 ＪＩＳ-Ｂ-7721引張試験器第１１項

事業者は、１年以内毎に１回、検査・校正を行なわなければならない。

中期経営計画 －

スクリュー
コンプレッサー

空圧機械や工具用の圧縮空気を作り出す
機械の定期自主検査

４年
(前回H25)

３年
(前回H26)

29年度予算額

（スケヤーシャー）

○

○

○

○

○

28年度点検 29年度点検

○

○

○

-

-

-
車両用輪軸の輪心、サス部、ねじ部、
ブレーキディスク部の加工

上永谷修繕工場

○

地下鉄車両の鋼材等の機械的強度
（引っ張り、曲げ試験）特性の評価判定

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

8 ＡＢ試験装置保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷修繕工場に設置されているＡＢ試験装置は、法定性能検査で行う空制弁の整備に使用している装置になります。

　　　装置の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、計画的に保守を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

ＡＢ試験装置 - １式 法定性能検査、故障分析等 上永谷修繕工場

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

29年度予算額

中期経営計画

６年
(前回H23)

－

（ＡＢ試験装置）

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

9 ３０００形ブレーキ受量器試験装置保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷検修区に設備されている３０００形ブレーキ受量器試験装置については、車両の検修作業に使用しています。

　　　これらの装置の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、計画的に保守を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

点検周期表に基づき点検を実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

- 各１式  重要部・全般保全検査、故障分析等

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

上永谷検修区及び
新羽車両基地

29年度予算額

３０００形ブレーキ受量器
試験装置

６年
(前回H23)

（３０００形ブレーキ受量器試験装置）

中期経営計画 －

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

10 ＡＴＣ・ＡＴＯ試験装置保守委託事業

（１　事業目的・内容）

　　　上永谷修繕工場に設備されているＡＴＣ・ＡＴＯ試験装置は、３０００形車両に搭載しているＡＴＣ・ＡＴＯ装置の検査や

　　　故障分析に使用しています。

　　　装置の性能、安全性及び寿命を維持する目的で、計画的に保守を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

新規事業。

平成２３年度に新規購入したＡＴＣ・ＡＴＯ試験装置について、６年に１度の定期点検を平成２９年度に実施します。
名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

ＡＴＣ・ＡＴＯ試験装置 No.1 １式  重要部・全般保全検査、故障分析等 上永谷検修区

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

６年
(H23購入品)

29年度予算額

－

（ＡＴＣ・ＡＴＯ試験装置）

中期経営計画

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

11 U字型台秤保守委託事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

新規事業。

平成２７年度に新規購入したＵ字型台秤について、２年に１度の定期検査を平成２９年度に実施します。

名称 型式等 数量 使用用途 点検周期 設置場所

Ｕ字型台秤 - １式 車輪・機器類の売り払い品計量等 上永谷修繕工場
２年
(H27購入品)

29年度予算額

　　上永谷車両基地で使用している特定計量器の整備及び検定を実施します。
　　 　 計量器は地下鉄車両整備等で不用となった車輪・機器類の売り払い時の数量（質量）算出に用いています。
　　 産業廃棄物の処理や売り払い等の取引で数量を算出するのに計量器を用いるときは、検定に合格した特定計量器を
　　 用いなければならず、検定に必要な事前整備も合わせて行います。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
　計量法第１９条（定期検査）

　　　取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する特定計量器について定期検査を受けなければならない。

中期経営計画 －

U字型台秤 例：計量中

定期点検案件



款： 項： 目：

節・細節： 米山

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

12 その他修理事業

（１　事業目的・内容）

   　　上永谷車両基地及び新羽車両基地に設置している設備の不具合箇所の修理対応を行います。

車両基地の設備等は、全般重要部検査、月検査及び列車検査で使用しています。機器類が故障し機能を停止した場合、

       各検査の工程に支障をきたす恐れがあることから迅速な修理対応が必要となります。

（２　前年度から変更・見直しした点）
      平成２３年度～平成２７年度の契約実績の平均値を根拠として積算を行いました。

      平成２３年度から平成２５年度の消費税率と平成２６、２７年度の消費税率が異なっているため、各年度の税抜金額を算出し

　　  積算しました。

各年度税抜金額（小数点第一位切上げ）

3,404÷1.05＝3,242（平成２３年度）

3,218÷1.05＝3,065（平成２４年度）

3,387÷1.05＝3,226（平成２５年度） 税率８％

3,338÷1.08＝3,090（平成２６年度）

5,795÷1.08＝5,366（平成２７年度）

平均値（小数点第一位切上げ）（税抜）
税率５％（平成２３～２５年度） (3,242+3,065+3,226＋3,090+5,366)÷5=3,598

税率８％（平成２６、２７年度） 平均値（小数点第一位切上げ）（税込）
3,598×1.08=3,886

業務移管分　150

3,886-150=3,736

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
　　　鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び検査告示（第５条）

3,736

中期経営計画 －

平成２６年度 3,338

平成２７年度 5,795

29年度予算額

年度 契約実績（税込） 年度 予算要求（税込）

平成２３年度 3,404
平成２９年度

平成２４年度 3,218

平成２５年度 3,387

3,736



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 材料調達事業

（１　事業目的・内容）

川和車両基地に設置している、車体洗浄装置や車両管理システム等の車両検修設備に使用する交換部品及び消耗品を購入します。

車輪の削正に使用する車輪転削盤用計測ローラーの予備品購入費用もあわせて計上します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

①

②
車輪転削盤用計測ローラー(1式)

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

※平成28年度車輪転削盤のローラーの一部に不具合発生のため、交換を実施予定です。他のローラーについても、経年劣化による不具合が予想され
ることから、早急に対応できるよう予備品の確保を行います。

①過去3年間(平成25年から平成27年)の契約実績金額の平均値を計上。
②車輪転削盤用計測ローラー費用(見積より積算)を計上。

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

17,827 ○20,885

中期経営計画

△ 3,058

共通

（単位：千円）

29年度予算額

680

予算額

（単位：千円）

契約実績(税抜) 実績平均(税抜)年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

2 車両検修設備保守委託事業

（１　事業目的・内容）
川和車両基地に設置している車両検修設備は車両の各種検査に使用しております。

各種検修設備の性能、安全性及び寿命を維持するため、設備毎に点検周期を定め、計画的に点検及び保守作業を実施しております。

（２　前年度から変更・見直しした点）
各種設備の点検周期に基づき下記表のとおり点検を実施します。

点検対象設備数増のため、予算額が増加しております。

各種装置の単価は見積(見積による積算)を採用しました。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

中期経営計画 －

○

設備名称 点検周期 平成28年度 平成29年度

LIMギャップ測定装置 毎年 ○ ○

車両輪重測定装置 毎年 ○ ○

自動車両洗浄装置

29年度予算額

2年 -

気吹き集じん装置 3年 - ○
台車抜取装置 3年 - ○

車両輪重測定装置　　　横浜市高速鉄道車両整備実施基準第14条(静止輪重の管理)
　　  輪重比管理を適正に行うため、輪重測定装置の校正を定期的(毎年)行う必要がある。



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

3 車両移動機保守委託事業

（１　事業目的・内容）
川和車両基地に設置している車両移動機は車輪の転削作業等で車両を移動する際に使用しております。
車両移動機の性能、安全性及び寿命を維持するため、法令で定められた定期自主検査を行います。
※検査周期：毎年

30DR-2ST：車両移動機 KC3332A：車両移動機制御器

（２　前年度から変更・見直しした点）
平成29年度から、車両移動機の操作に使用している遠隔操作用無線装置も含め点検を実施します。
平成28年度は、排気パイプの改修作業を点検にあわせて実施しました。平成29年度は当該作業を削除。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
車両移動機 労働安全衛生規則第二百二十九条(定期自主検査)

事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、自主検査を行なわなければならない。

29年度予算額

中期経営計画 －



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

4 クレーン定期自主検査事業

（１　事業目的・内容）
川和車両基地に設置しているクレーンは、車両検査時に車体や車両部品等を運搬するために使用しております。
各種クレーンの性能、安全性及び寿命を維持するため、法令で定められた定期自主検査を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）
平成28年度に定期自主検査及び性能検査を実施しております。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
労働安全衛生法第45号の1、同法施行令第15条、クレーン等安全規則第34条(定期自主検査)

1年以内に1回、また、1ヶ月以内ごとに1回、検査を行わなければならない。

29年度予算額

中期経営計画 －

対象設備 型式等 数量

天井クレーン 12t 2基

天井クレーン 1t 1基

橋形クレーン 2.8t 1基

スタッカークレーン 2.6t 1基

性能検査は、検査証の有効期限内に実施する必要がありますが、有効期限は2年であるため、平成29年度は実施する必要がなく、次回の性能検査は平
成30年を予定しております。(性能検査は3t以上のクレーンが対象)
※ただし、性能検査は定期自主検査内で行われるため、本事業予算額の増減に影響はありません。



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

5 フォークリフト等特定自主検査事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）
平成28年度契約が未執行のため(平成28年9月末現在)、平成29年度予算額は平成28年度予算額と同額とします。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
労働安全衛生規則第151条の24(フォークリフトの特定自主検査)及び194条の26(作業台付蓄電池車の特定自主検査)

1年以内ごとに1回、検査を行わなければならない。

29年度予算額

中期経営計画 －

川和車両基地で使用しているフォークリフト及び高所作業車等は、重量が大きな部品の運搬や、車両の車両屋根上を検査する際に使用します。
各フォークリフト及び高所作業車の性能、安全性及び寿命を維持するため、法令で定められた特定自主検査を行います。
※検査周期：毎年

対象設備 型式等 数量
バッテリーフォークリフト 1.5t 1台
バッテリーフォークリフト 3.0t 1台
高所作業車 0.41t 2台
バッテリー式運搬車 1.0t 1台



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

6 車両管理システムアンチウィルスソフト更新事業

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）
平成28年度は毎月のソフト更新だけでなく、端末2台への新規導入作業がありました。

平成29年度は全端末のソフト更新作業のみとなります。

契約実績の内訳単価を使用し、予算額を算出しました。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び検査告示(第5条)

29年度予算額

中期経営計画 －

川和車両基地に設置してある車両管理システムは、車両管理の総合システムとして、運用管理、検修設備管理、資材管理、図面管理等を行っておりま
す。本システムはサーバークライアント方式で、サーバー、クライアント(端末)の合計19台からなるネットワークとなっております。
これらが、コンピュータウィルスに感染した場合、ネットワークでつながったすべてのコンピュータにウィルスが感染し、サーバーに深刻なダメージを与え、
場合によっては、復旧不可能となる恐れがあります。
ウィルス感染を防ぐため、アンチウィルスソフトウェアの更新(毎月)を行います。



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

7 LIMギャップ測定装置C部品交換委託事業

（１　事業目的・内容）

※交換対象：LIMギャップセンサ、LIMギャップ測定制御装置内PC

（２　前年度から変更・見直しした点）
新規事業です。

見積より積算しました。

（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 －

　グリーンライン10000形車両はリニア台車を使用しているため、車上設置のリニアモータと地上部のリアクションプレートにより駆動しております。この２
つの隙間（ギャップ）の大きさで車両のトルクや電力量が変化するため、ギャップの管理は大変重要なものとなっております。
　このギャップを定期的に測定するためＬＩＭギャップ測定装置を使用しております。本装置は、平成19年から川和車両基地及びセンター北駅に設置され
ております。

センター北駅の測定装置は地上駅に設置してあることにより、風雨にさらされ川和車両基地設置の装置と比べ劣化が激しく、測定エラー等が発生して
おり、正しい測定結果が得られない場合があります。センサ等の主要部品の交換を検討しましたが、一部の部品は生産を終了しており、互換部品もない
ことから局所的な部品交換による対応が不可能です。

そのため、本装置を構成するLIMギャップセンサ及びLIMギャップ測定制御装置内PC一式の交換を実施します。
※新規LIMギャップセンサ及びPCは新設計となります。

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

上段：繰越　(外数)

事　　業　　費
債務負担設定

LIMギャップ測定制御装置
ベビコン部

LIMギャップセンサ

IDタグ読取装置 車両検知センサ(車輪側)車両検知センサ(車体

プラットホームレール リアクションプレー



款： 項： 目：

節・細節： 富沢

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 車両課01　営業費用

39　その他修繕費

30　車両保存費

【　事　業　内　容　】

8 その他修理事業

（１　事業目的・内容）
川和車両基地に設置している車両検修設備及びコンプレッサー等、車両整備に使用する機器で発生した不具合箇所の修理を行います。
車両検修設備等は各種検査(全般、重要部、列車、月)で使用しております。
機器類が故障し、その機能が損なわれた場合、各検査工程に支障をきたす恐れがあるため、迅速な修理を実施する必要があります。

（２　前年度から変更・見直しした点）
過去3年間(平成25年から平成27年)の契約実績金額の平均値を予算額に採用しました。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び検査告示(第5条)

29年度予算額

2,357

中期経営計画 －

（単位：千円）

年度 契約実績(税抜) 実績平均(税抜) 予算額

平成25年度 1,726
2,228 2,357平成26年度 2,607

平成27年度 2,351



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 上永谷検修区庁用車　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）

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

合 計 30

1 台 30

中期経営計画 －

（単位：千円）
庁用車材料費 単価 数量 単位 金　額

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

39　その他修繕費 担当者：

29年度　A 28年度　B 増減(Ａ-Ｂ) ○

30

担 当
所属： 上永谷保守管理所

共通

予 算 額 378 105 273

事　　業　　費 30

予　算　科　目
02　高速鉄道事業費 01　営業費用 30　車両保存費

庁用車材料費

上段：繰越　(外数)

（単位：千円）

30

債務負担設定

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ



款： 項： 目：

節・細節： 平塚

【　事　業　内　容　】

2 上永谷検修区庁用車　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　1台（応急車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。】

（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

合 計

総　　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

単価 数量 単位 金　額

横浜800せ5624（日野デュトロ） 1 台

中期経営計画 －

（単位：千円）
応急車及び庁用車点検整備

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

39　その他修繕費

30　車両保存費

378

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 105

担 当

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

【　事　業　内　容　】

3 上永谷検修区庁用車　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）

29年度予算額

事　　業　　費 75
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

上段：繰越　(外数)

合 計 75

庁用車修理費 単価 数量 単位 金　額
庁用車１台分 1 式 75

中期経営計画 －
75

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 30　車両保存費 所属： 上永谷保守管理所
39　その他修繕費 担当者：

75

様 式 Ｅ

平成29年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担 当

（単位：千円）



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

（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

（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 自動車整備・修理

（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ｹ月点検１台

12ｹ月点検１台

車検０台

自動車修理　外注

自動車修理

自動車修理

（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）
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

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 30　車両保存費 所属： 新羽保守管理所

予 算 額 215 0 215 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

中期経営計画 －

共通

30

新車 １年初回２年

車 名 車検周期 ６ｹ月点検 12ｹ月点検 車検 金 額

金額
30

29年度予算額

中期経営計画 －

合 計

随時

合 計



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　　　川和検修区

（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）

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

中期経営計画 －

30

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 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

295

共通

（単位：千円）

29年度予算額

30

30　車両保存費

30年度予定 31年度予定 32年度以降

215 80 ○

総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 山田龍夫

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

30　車両保存費

【　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）

28年度予算 29年度予算

29年度予算額

265

30年度予定 31年度予定 32年度以降 総　　額

　　　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せ５６２３（デュトロ）１台

中期経営計画 －

265

上段：繰越　(外数)

債務負担設定
事　　業　　費 265



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

30　車両保存費 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 64 再生紙の購入

 予算額 64 34 30

合 計 64



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

30　車両保存費 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 16 再生紙の購入

 予算額 16 17 1△  

合 計 16



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 1,896

63　委託料 160 身体機能検査（技術管理部分）

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 1,736 車両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 1,896 2,382 △ 486

30　車両保存費 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 2,430

50　被服費 1,288 車両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）

63　委託料 42 身体機能検査（技術管理部分）

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 1,100 業務員関係物品

A B A　-　B ○
 予算額 2,430 1,785 645

30　車両保存費 勝又・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）

　（３　新規項目・主要事業等）

51　光熱水費

車両清掃、建物清掃、産業廃棄物処分等63　委託料 44,686

57　通信運搬費

水道料金、ガス料金2,259

84 電話回線使用料（教育担当）

64　手数料 18 クレーン性能検査

合 計 49,657

49　備消品費

A
9,614△ 予算額 49,657 59,271

防菌防藻剤等2,610

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

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
30　車両保存費 吉田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 車両課

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）

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
30　車両保存費 牧野

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 車両課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 18,501

B ○

49　備消品費

A

4,127△   予算額 22,446 26,573

合 計 22,446

・光触媒スプレー150缶　　・ＧＬ開業10周年イベント費用

・ＧＬ車両清掃（清掃日2日増244日、外板清掃8本増）
・リニア地下鉄車両評価委員会の運営支援及び技術指導業務委託等

3,945



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

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 電気課

30　車両保存費 加藤

29年度 28年度 増△減 ○

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

44　電力料 電気料金（基地内動力用）

 予算額 97,789

44　電力料 電気料金（検車及び工場用）

合 計



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

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 電気課

30　車両保存費 加藤

29年度 28年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

44　電力料 電気料金（基地内動力用）

 予算額 10,496

44　電力料 電気料金（検車及び工場用）

合 計



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）

過去実績を基に、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
30　車両保存費 今野

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 147

B

42　油脂糸屑費

A

△ 7,648 予算額 20,022 27,670

合 計 20,022

861

68　保険料

73　自動車重量税

65　賃借料

49　備消品費

63　委託料 3,828

57　通信運搬費 123

56　旅費

51　光熱水費 10,432

287

64　手数料

緊急自動車・庁用車自動車重量税

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

96　雑費 36

674

有料駐車場代

92

29

1,156

共通物品、小額物品、テキスト代、図書、再生紙、作業用雑貨、新規採用者備
品、ｱﾙｺｰﾙ検知器校正費、雪害対策用備品等2,357

各種技能・資格講習費、振込手数料、印紙代

事務所清掃費、産業廃棄物処分費

電話料金、切手代

ガス料金、上・下水道料金

緊急自動車用ガソリン

月検査用油脂類、白灯油、車両牽引車用軽油

市内・市外出張旅費、各種技能・資格講習旅費



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）

合 計 11,439

96　雑費 36 有料駐車場利用料

73　自動車重量税 29 庁用車重量税

64　手数料 2 資格取得・各種講習受講料、庁用車車検印紙代

65　賃借料 176 複写サービス

63　委託料 4,120 建物清掃・廃棄物処理・鳩駆除委託

57　通信運搬費 105 電話料金・切手代

68　保険料 92 庁用車自賠責・任意保険料

51　光熱水費 2,616 ガス・上下水道使用料金

56　旅費 230 市外・市内出張旅費代

45　自動車燃料費 129 庁用車用ガソリン

49　備消品費 2,966 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 938 オイル、グリス、軽油、ウエス

 予算額 11,439 0 11,439
A B A　-　B

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 新羽保守管理所
30　車両保存費 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

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
30　車両保存費 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 40

B ○

42　油脂糸屑費

A
666 予算額 8,896 8,230

合 計 8,896

264 出張旅費

96　雑費 36

419

有料駐車場代

92

29

452

68　保険料

51　光熱水費 2,581 水道代、白灯油（高圧温水洗浄機用）

車両塗油、軽油

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 2,386 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 148

56　旅費

庁用車自動車重量税

358

小額物品、共通物品等2,091

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
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