
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）

債務負担設定
事　　業　　費 30 30 60

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

合　　　　　計 30

軌道修繕費　材料費 1 式 30

（単位：千円）
軌道修繕費　材料費 単価 数量 単位 金　額

（単位：千円）

30
中期経営計画 －

30年度予算額

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

予 算 額 30 30 0

様 式 Ｅ

平成30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： 上永谷保守管理所

担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

31　軌道修繕費



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）

前渡資金があれば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

中期経営計画 －

30年度予算額

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

30

（単位：千円）

30

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

共通

予 算 額 30 30 0



款： 項： 目：

節・細節： 髙橋　淳也

（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）

　　　　　前渡資金が有れば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

（４　年次表）

総　　額

　　　　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

○30 0

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

10　線路保存費

30

中期経営計画

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

共通

（単位：千円）

30年度予算額

30

31年度予定 32年度予定 33年度以降

603030



款： 項： 目：

節・細節： 内田

（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）。

H30軌道整備事業分

　平成30年度軌道整備事業で使用する締結装置及びマクラギを購入します。

H30レール交換事業分

Ｈ31レール交換事業分

　平成31年度レール交換事業で使用するレールも、製造期間の関係から平成30年度に購入します。

　数量については、予定交換延長5000m分（200本分）を５０Nレール（普通・熱処理）、40Nレールに分けて購入します。

≪レール購入の考え方≫

H30締結装置交換事業分

H31締結装置交換事業分

上永谷基地分岐器交換事業分

直営作業積み上げ分

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　　軌道改良工事に使用するレールを修繕費での支出に変更

　　　　レール購入の考え方の変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

総　　額

事　　業　　費 108,026 183,630

債務負担設定

30年度予算額

183,630
中期経営計画

<購入内容>

　平成30年度レール交換事業で使用予定のレール類（伸縮継目レール、接着絶縁レール含む）を購入します。また、今年度から軌道改良工事で使用
するレールも本事業において購入します。

　平成29年度まで予算計上を「当該年度使用分の1/3」と「翌年度使用分の2/3」としておりましたが、レール製造に時間がかかることから、「翌年度使
用分」を購入することとしました。そのため、平成30年度予算では購入数量及び金額が増加しております。

　平成30年度締結装置交換事業で使用予定の締結装置を購入します。近年続いた締結装置交換工事の不調で、材料を使用しなかったことより、在庫
を所有しているため、種類によっては購入を見送っています。

　平成31年度締結装置交換事業で使用する締結装置も、製造期間の関係から平成30年度に購入します。
　数量については、予定交換延長の2/3を購入します。平成30年度分同様、在庫を所有しているものに関しては、購入を見送っております。

　上永谷車両基地分岐器交換（夜間）事業で使用する分岐器を購入します。

　直営作業や緊急対応のためのレールや分岐器の予備材、継目板等を購入します。

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

733,144

共通

（単位：千円）

619,110 114,034

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　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）　7，078ｍ

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、関内～桜木町、三ツ沢上町～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）　2，518ｍ

軌道整備工Ⅱの施工区間には、上永谷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）　1,562ｍ

上永谷車両基地の６年周期及び１２年周期（H29年度分岐器交換分含む）

・道床及び排水溝清掃工　4,264m

塩害区間におけるレール等の損傷防止を目的とした水洗浄や、駅や分岐部の軌道に堆積している綿埃等を除去することにより、

発煙や発火事故を抑止します。また、排水溝に滞積した遊離石灰や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、駅の環境改善に努めます。

・道床及びまくらぎ交換工　1式

関内～長者町間の125R区間において、道床砕石（バラスト）の細粒化や固着が起きているため交換します。

また、道床交換に合わせ、損傷が進んでいるまくらぎについても交換します。

（上下線680mを４年間で施工：　680/4=170m）

≪125R区間　道床・まくらぎ　交換計画≫

・H30年度：下り線（長者町方） ・H32年度：上り線（長者町方）

・H31年度：下り線（関内方） ・H33年度：上り線（関内方）

（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）

（単位：千円）

中期経営計画 －

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

30年度予算額

31年度予定 32年度予定 総　　額33年度以降

191,753

R=125m区間

上り線 H32年度 H33年度

下り線 H30年度 H31年度

伊勢佐木
長者町

関内



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

3 レール交換

（１　事業目的・内容）

●レール交換工 8039sm

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。（3198ｓｍ）

・上り　港南～上永　798sm

・上り　舞岡～戸塚 900sm

・下り　舞岡～戸塚 850sm

・下り　岸根～新横 450sm

・下り　岸根～新横 200sm

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。（2354sm）

③桜木町・高島町間（上り）軌道改良工事のレール交換工事。（2487sm(平成30・３１年度））

●埋込栓補修工　50箇所

＜事業費内訳＞ （　千円　）

③軌道改良分レール交換工（30年度分）

1

計

消費税及び地方消費税額

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）

（単位：千円）

30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

レール交換事業 単　価 数量 単位 金      額

工事費

①レール交換工 1 式

②レール交換工 1 式

1 式

③軌道改良分レール交換工（31年度分）

50 箇所

軌道工事計

埋込栓補修工

軌道工事諸経費

式

電気工事（諸経費含む）

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 144,015

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　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　3,536ｍ

　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、Ｈ３０年度から塩害区間も含めて新たに区間を設定します。。

・港南～上永谷（上り） ６６ｍ ・舞岡～戸塚（下り） ２１６ｍ

・岸根～新横（下り） ７５ｍ ・舞岡～戸塚（下り） ３２５ｍ

・新横～北新横（下り）　６９ｍ　 ・舞岡～戸塚（下り） ２４８ｍ

・横浜～下町（下り） １５７ｍ ・舞岡～戸塚（下り） １１６ｍ

・弘明寺～上大岡（上り） ４１２ｍ ・横浜～下町（上り）　２９５ｍ　

・上永谷～下永谷（上り） ２０８ｍ ・蒔田～弘明寺（下り）　２９９ｍ　

・弘明寺～上大岡（下り） ３８７ｍ ・塩害区間（吉野町～横浜間）　５００ｍ　

・弘明寺～上大岡（下り） １６３ｍ

＜事業費内訳＞

（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）
横浜市高速鉄道土木実施基準、軌道整備心得、線路検査心得

（４　年次表）

締結種類別延長（ｍ） 施工延長
（ｍ）

施工金額
（千円）

500

3,536

3,856

3,801

3,496

平成32年度

平成33年度

1,348

659

3,130

2,996

YP-1 YS-1 YS-3

969 1,150

1,859 1,338

671

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 64,937

29年度予算 30年度予算

債務負担設定

（単位：千円）

30年度予算額

中期経営計画 －

平成30年度

平成31年度

69

YS-5



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　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）を行います。

・分岐器98  ：　分岐器レール交換、道床交換、マクラギ交換、 軌道整備　（夜間施工）

＜事業費内訳＞

上永谷車両基地分岐器交換計画

（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）

中期経営計画

（単位：千円）

30年度予算額

－

年度

交換分岐器

H31

90番

H32

86番

H33

84番

H34

99番

H35

94番

H36

87番

H37

85番

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 36,834



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　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＞ （千円）

（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年度より３年契約となっています。

本年度は３年契約の最終年となっています。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
横浜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）

（単位：千円）

30年度予算額

19,318

中期経営計画

H30 備考

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 1,430

諸経費

計 17,888

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

合計 19,318

29年度予算 30年度予算

事　　業　　費 20,337 19,318

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

31　軌道修繕費

10　線路保存費

【　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。

・ ３号線地上部（上下） 及び 苦情対応：５０箇所

＜事業費内訳＞ （千円）

（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 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 53,208

債務負担設定

レール削正

レール削正

溶接落ち削正

諸経費

消費税及び地方消費税額

合計

（単位：千円）

30年度予算額

中期経営計画

H30 備考



款： 項： 目：

節・細節： 内田

（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）。

(1)摩擦調整材

　　　

(2)応急資機材

　　　

(3)締結材料

　　　車両基地内分岐器用の継目板（４０N用）を購入します。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（２　前年度から変更・見直しした点）

摩擦調整剤塗布装置を新たに６台追加するため、年間で７２缶追加購入します。

レール交換やレール整頓時に使用するレールホーク、バールを購入します。

31　軌道修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

共通

様 式 Ｅ

平成30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 88,752 71,108 17,644 ○ ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

（単位：千円）

30年度予算額

21,321

中期経営計画

リアクションプレートの撤去・復旧に使用するアルミ製山越器を購入します。合わせて吊り上げ用のチェーンブロックも購入します。

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

債務負担設定
事　　業　　費 11,551 21,321



款： 項： 目：

節・細節： 内田31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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　】

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（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、車両基地の約1/6を整備（突き固め）します。

・本線軌道整備工
　川和町～中山間の軌道沈下か所を整正します。
　経年劣化したリアクションプレート締結装置のゴムを交換します。

（２　前年度から変更・見直しした点）
車両基地軌道整備の年あたり計画数量を半分（延長換算約1000mから約500m）に見直しました

開業から10年が経過し、本線の軌道の劣化が進んだため本線の軌道修繕工事を行います。

（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）

中期経営計画

（単位：千円）

30年度予算額

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 8,170

軌道整備工 Ｈ２９予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度予定
留置線等(m) 826 439 380 380 380

債務負担設定

4 4 4

施工延長(m) 1151 500 500 500 500

分岐器（基） 7 2



款： 項： 目：

節・細節： 内田31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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＞ （　千円　）

（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、受託者業者（入札参加業者）が限られるため、28年度より３年契約となっています。
本年度は３年契約の最終年となっています。

（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）

中期経営計画

（単位：千円）

事　　業　　費 6,416 6,094

H30 備考
レール探傷検査

レール探傷１次検査

諸経費

計 5,643

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

6,094

消費税及び地方消費税額 451

合計 6,094

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 内田31　軌道修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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 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（4,621ｍ）

　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＞ （千円）

（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）

H30 備考

（単位：千円）

30年度予算額

中期経営計画

レール削正
レール削正
諸経費
消費税及び地方消費税額
合計

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 44,971



款： 項： 目：
節・細節： 平塚

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

１ 諸構築物修繕費　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）

債務負担設定
事　　業　　費 30 30 60

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

合　　　　　計 30

諸構築物修繕費　材料費 1 式 30

（単位：千円）
諸構築物修繕費　材料費 単価 数量 単位 金　額

（単位：千円）

30
中期経営計画 －

30年度予算額

共通

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○
予 算 額 30 30 0

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：

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当



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）

前渡資金があれば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

20

（単位：千円）

20

中期経営計画 －

30年度予算額

共通

予 算 額 20 30 △ 10 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

32　諸構築物及び諸設備修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

様 式 Ｅ

平成30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： 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）

平成29年度に部品・材料の購入が発生しているため新規計上

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）

前渡資金があれば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

10

（単位：千円）

10

中期経営計画 －

30年度予算額

共通

予 算 額 10 0 10 ○ ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

32　諸構築物及び諸設備修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

平成30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

様 式 Ｅ



款： 項： 目：

節・細節： 髙橋　淳也

（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）

　　　　　前渡資金が有れば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

（４　年次表）

603030

10　線路保存費

30

中期経営計画

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

共通

（単位：千円）

30年度予算額

30

31年度予定 32年度予定 33年度以降

○30 0

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

総　　額

　　　　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）

  　　・トンネル内に敷設してある排水溝の蓋のうち、錆による腐食がみられるものを交換します。

　　　・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。

排水溝蓋（アンチスリップ鋼板）

○事業費内訳 （単位：千円）

○排水溝蓋交換事業

（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）

長者～吉野町 856m

桜木～高島 1243m

債務負担設定

33年度以降

2,235 40,810

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定

1222 枚

消費税（８％）

排水溝蓋（アンチスリップ鋼板）
その他 1 式

小計

年度 対象 数量

合計

計上額 22,853

中期経営計画 －

（単位：千円）

30年度予算額

22,853

共通

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額
○

202,723 67,830

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

270,553

品名 単価 数量 単位 金額

総　　額

22,853 7,861 7,861事　　業　　費

平成30年度



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

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。

　　　　・下永谷・片倉・吉田町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）

　　 参考見積の標準採用方法が「 低価格」から「中央値」に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 66,139

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定

中期経営計画

　     ・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。

33年度以降 総　　額

検査項目 検査対象 検査方法

通常全般検査Ⅰ 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

山岳トンネルひび割れ測定 下永谷・片倉・吉田町トンネル パイゲージ設置、クラック幅の測定、追跡調査

30年度予算額

（単位：千円）

特別全般検査 ５年計画

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

2年契約 2年契約

28～29年度 30～31年度 32～33年度 34～35年度24～25年度



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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 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：横浜～長者町間、長者町～戸塚間、戸塚～湘南台間

　　・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：平沼シールド・宮元町シールド・関の下シールド・下永谷トンネル・片倉町トンネル

（２　前年度から変更・見直しした点）

       参考見積の標準採用方法が「 低価格」から「中央値」に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（単位：千円）

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 24,328

中期経営計画 －

30年度予算額

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
■水準測量 ［測量頻度］

③北新横浜～岸根公園間（特1） ● ● ● ● ● １回/２年

①③横浜～長者町間（特2） ● ● ● ● ● １回/２年

③あざみ野～北新横浜間（A) ● ● １回/４年

③岸根公園～横浜間（B) ● ● １回/４年

①長者町間～戸塚間（C） ● ● ● １回/４年

①戸塚～湘南台間（D) ● ● ● １回/４年

④中山～日吉間（E) ● ● ● １回/４年
■内空測定

　　③大江橋シールド ● ● ● ● ● １回/２年

　　③平沼シールド ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● １回/１年

　　③鶴見川シールド ● ● ● ● ● １回/２年

　　①宮元町シールド ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● １回/１年

　　①関ノ下シールド ● ● ● １回/４年

　　④駒林シールド ● ● ● １回/４年

　　④高田西シールド ● ● ● １回/４年

　　③片倉山岳トンネル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　　①下永谷山岳トンネル ●



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

4 漏水補修工事

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

       上永谷駅付近高架下排水溝の補強及び縦管の補修を追加計上した。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（単位：千円）

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。

30年度予算額

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 76,742

債務負担設定

L

L

開削トンネル断面図 山岳トンネル断面図 受け樋標準図



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

5 モルタル撤去工事

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

施工数量について実績から70箇所から80箇所に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 2,862

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

中期経営計画

　      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。

▲中間杭跡

（単位：千円）

30年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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 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）

（４　年次表）

（単位：千円）

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 5,000 4,750 5,000 5,000 5,000 24,750

中期経営計画 －

30年度予算額

4,750



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

7 鋼構造物塗装工事

（１　事業目的・内容）

　　　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、塗装の塗替えを実施します。

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　 参考見積の標準採用方法が「 低価格」から「中央値」に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費
債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

▲関内・長者間ケーソン耐震鋼板　上り ▲関内・長者間ケーソン耐震鋼板　下り

30年度予算額

中期経営計画

　　○補修工事

（単位：千円）



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、水ドラム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）

本

小計
消費税（８％）

計上

φ48.6mm L=4m 厚さ2.4mm

合計

鉄板

鉄板

数量 単位

台スチール製単管バリケード

単価

359

30年度予算 31年度予定

品名

40
規格・形状

本

式

枚
10

1

4

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

32　諸構築物及び諸設備修繕費

10　線路保存費

171,821 △ 80,79591,026 ○

1,323341 359

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 32年度予定

共通

（単位：千円）

30年度予算額

341

中期経営計画 －

264

金額

341

5
5

枚

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

2 個水ドラム　３号道路用

総　　額33年度以降



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

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）

　　 参考見積の標準採用方法が「 低価格」から「中央値」に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

　     ・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。

30年度予算額

検査項目 検査対象 検査方法

通常全般検査Ⅱ ４号線　日吉～中山
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

中期経営計画

（単位：千円）

事　　業　　費 3,040

債務負担設定

シールドキャップ点検 高田ずい道、東山田ずい道 目視及び打音検査を行い、緩みの確認

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

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

2年契約 2年契約

28～29年度 30～31年度 32～33年度 34～35年度24～25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 ⑥

4ｋ427 5ｋ558 1131 ③ 30年度

5ｋ678 7ｋ077 1399 ④ 31年度

8ｋ416 9ｋ501 1085 ⑤ 32年度

11ｋ976 12ｋ811 835 ① 28年度

計 7372.5

29年度

ずい道名

高田ずい道 26年度済

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30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 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：中山～日吉間　

　　・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：駒林シールド・高田西シールド

　　・富士見が丘擁壁測定　

　　　　　　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

　　○富士見が丘擁壁

0

（２　前年度から変更・見直しした点）

           参考見積の標準採用方法が「 低価格」から「中央値」に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

中期経営計画 －

（単位：千円）

30年度予算額

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 746

債務負担設定

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
■水準測量 ［測量頻度］

③北新横浜～岸根公園間（特1） ● ● ● ● ● １回/２年

①③横浜～長者町間（特2） ● ● ● ● ● １回/２年

③あざみ野～北新横浜間（A) ● ● １回/４年

③岸根公園～横浜間（B) ● ● １回/４年

①長者町間～戸塚間（C） ● ● ● １回/４年

①戸塚～湘南台間（D) ● ● ● １回/４年

④中山～日吉間（E) ● ● ● １回/４年
■内空測定

　　③大江橋シールド ● ● ● ● ● １回/２年

　　③平沼シールド ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● １回/１年

　　③鶴見川シールド ● ● ● ● ● １回/２年

　　①宮元町シールド ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● １回/１年

　　①関ノ下シールド ● ● ● １回/４年

　　④駒林シールド ● ● ● １回/４年

　　④高田西シールド ● ● ● １回/４年

　　③片倉山岳トンネル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　　①下永谷山岳トンネル ●



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

4 漏水補修工事

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

前年度まで、単価×３箇所で計上していましたが、平成28、29年度と現場等の要望があり７箇所補修を行っているので数量を変更します。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（単位：千円）

30年度予算額

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 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 4,500

債務負担設定

L

L

開削トンネル断面図開削トンネル断面図 山岳トンネル断面図 受け樋標準図



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

5 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）

（４　年次表）

1,900

（単位：千円）

30年度予算額

中期経営計画 －

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 2,000 1,900 2,000 2,000 2,000 9,900

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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 川和車両基地地盤変状対策

（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

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（単位：千円）

30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

　川和車両基地は、鶴見川沿いに位置し、盛土下の現地盤に軟弱な圧密層や地震時に液状化する沖積砂層があるため、軌道敷設部及び
建物等には、地盤改良あるいは杭基礎構造で対策を施していますが、その他については盛土で施工されており、経年沈下により一部の施
設で変状をきたしています。
　このため、川和車両基地の経年沈下状況を調査し、必要な箇所については対策工事を行います。

検修庫付近では、地面と建物の間に60mm程度の隙間が生じている。 添削庫付近の架線柱に傾きが生じている。

川和車両基地縦断図・平面図

工程表

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 10,000

債務負担設定

鶴見川

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度以降 備考

調査・設計

工事① 架線柱の傾き対策工事

工事②
工事②は、29年度調査結果に
よる



款： 項： 目：

節・細節： 鶴岡・渡辺

様 式 Ｅ

平成30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　】

7 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）

（４　年次表）

（単位：千円）

30年度予算額

中期経営計画

         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。

▲周辺道路状況【写真①】 ▲周辺道路状況【写真②】

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費
債務負担設定

写真②

写真①



款： 項： 目：

節・細節： 田中・石黒・宮田・田中・堀江

（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 旧野庭職員住宅消防設備点検

（１　事業目的・内容）

　野庭職員住宅が廃止になりましたが、一部事業開発課で活用しているため、消防法に基づいた点検整備を行い安全な施設の提供を維持します。

（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　】

3 センター南駅店舗用設備修繕費

（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　】

4 新横浜交通ビル階段床及びトイレ壁面タイル補修

（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）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

30年度予算額

　
　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います。
　同ビルのテナント関係者が利用する、避難階段の床ビニルタイル及びトイレの壁面タイルにおいて経年劣化により貼替が必要な箇所が発生しています。
　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、費用は同社と当局が按分で負担します。

中期経営計画 －

 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、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修繕を行います。

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

30年度予算額

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

11,220

中期経営計画 －

　高速鉄道事業会計で設置した交通局財産については、交通局が修繕する必要があります。更新時期をむかえた設備が増えてきており、その中で主に店舗等が使用
している設備（建具、冷暖房設備など）や店舗内での漏水対応については、有効活用が継続できるよう、年間を通じた修繕を行います。

7,264 3,956

中期経営計画 －

共通

（単位：千円）

30年度予算額

1,620

30年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 田中・石黒・宮田・田中・堀江

様 式 Ｅ

平成30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 事業開発課01　営業費用

33　建物修繕費

10　線路保存費

【　事　業　内　容　】

5 新横浜交通ビル１階から３階防火ダンパー更新

（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　】

6 新横浜交通ビル屋上キュービクル用高圧ケーブル更新

（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）

（単位：千円）

（単位：千円）

30年度予算額

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

30年度予算額

　新横浜交通ビル（以下「交通ビル」という。）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
しています。
　交通ビル建物は現在当局所有部分が昭和58年築、交通開発所有部分が昭和63年築となっており、平成５年に「新横浜交通ビル長期修繕計画」を作成し、順次改修
工事を実施しております。
　屋上キュービクル(高圧の電流を低圧に変電する設備）用高圧ケーブルについては当ビルが増築された際に設置され25年が経過しており、更新推奨時期が設置後
20年であることから、ケーブル等の破損により生じるビル内停電事故を防止するため更新工事を行います。
　工事の施工については交通ビルの公有財産賃貸借契約に基づき横浜交通開発株式会社が行い、「建物維持管理・改修工事に関する覚書の一部を変更する覚書」
の費用負担割合に基づき当局が36.5％、同社が63.5％の費用負担を行います。

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（以下「交通ビル」という。）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
しています。
　交通ビル建物は現在当局所有部分が昭和58年築、交通開発所有部分が昭和63年築となっており、平成５年に「新横浜交通ビル長期修繕計画」を作成し、順次改修
工事を実施しております。
　各フロアに設置された防火ダンパーは、火災の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し、自動的にダンパーが下がり、配管ダクト内を
流れる火炎や煙を遮断する仕組みとなっております。
　当ビルでは当初設置以来のものを使用しておりますが経年劣化により、今後火災発生時に正常に作動しない恐れがあるためダンパーの更新を行います。
　新横浜交通ビル内の防火ダンパーのうち、更新工事費を当局で負担する箇所は、当局が建物を区分所有する１階から３階までに設置されたものとなります。
　工事の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。



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）

前渡資金があれば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

30

（単位：千円）

30

中期経営計画 －

30年度予算額

共通

予 算 額 30 30 0 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

33　建物修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

平成30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

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）

（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

総　　額

－中期経営計画

29年度予算 30年度予算

2,022

  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。

【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

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

3,315 1,867 1,570 1,756 2,022

※実績 ※実績 ※実績 ※予算

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

共通

33　建物修繕費

10　線路保存費

793,308

3,778

535,631 257,677

2,022

31年度予定 32年度予定 33年度以降

1,756

（単位：千円）

30年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

２　材料補充事業（機械分）

（１　事業目的・内容）

　　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

各年度実績表

※実績 ※実績 ※予算

（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年度予算額

2,132

29年度予算

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、各種設備の機能

32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 2,244 2,132 2,244 2,285

30年度予算 31年度予定

2,1322,244

債務負担設定
2,285 11,190

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1,307 1,524

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　駅施設等建築修繕工事

（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）

総　　額

債務負担設定

30年度予算額

事　　業　　費 15,465

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

27年度 28年度 29年度 30年度

12,920

※実績 ※実績

26年度

13,676 13,913 15,465

※実績 ※予算

　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。

中期経営計画 －

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

４　駅施設等修理（１件修理）

（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）

3,294

1,473 4,166

事　　業　　費 1,558

債務負担設定

3,294

6,672 1,558 3,294

※実績 ※実績

　ブルーライン地下鉄各施設（３２駅・１８変電所・２車両基地）で発生する工事発注未満の小規模な修理を行います。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

中期経営計画

総　　額

－

30年度予算額

※実績 ※予算

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　サイン等製作及び設置業務委託

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

・修繕実績の増加による増額

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

中期経営計画

1,219

32年度予定 33年度以降 総　　額

　ブルーライン駅構内の案内サインについて、旅客サービス維持を目的とし、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います。

※予算

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定

事　　業　　費

1,219

30年度予算額

H29 H30

BL

GL 572

計 1,791

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

６　漏水受樋取付工事

（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）

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 7,931

29年度予算 30年度予算

6,592 6,856 10,782 7,931

※実績 ※実績 ※実績

30年度予算額

中期経営計画 －

債務負担設定

  　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。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

※予算

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　竪排水管清掃委託

（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）

※実績 ※予算

27年度 28年度 29年度 30年度

事　　業　　費 2,944

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

中期経営計画 －

640 1,906 2,546 2,944

※実績 ※実績

　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。

26年度

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　駅施設等屋根清掃委託

（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 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

中期経営計画 －

事　　業　　費 1,143

債務負担設定

30年度27年度 28年度 29年度

※実績 ※実績 ※予算

  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。

　［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

785 565 1,143

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　自動ドア点検業務委託

（１　事業目的・内容）

　ブルーライン26施設53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。

（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）

計 53 11

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

行政サービスコーナー

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年 6

ホーム待合室 ３回/年 6

行政サービスコーナー ３回/年

事　　業　　費 1,259

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

中期経営計画 －

事務室等 ３回/年

多機能トイレ等 ３回/年 ▲ 1

ホーム待合室 ３回/年

メーカー 項目 点検回数 数量 増減

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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）

　　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。

（修理費の推移）

※実績 ※実績 ※実績

（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）

26年度 27年度 28年度 29年度

事　　業　　費 2,218 2,775

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

2,775

中期経営計画 －

修理費 866 3,767 3,837 2,218

※予算

30年度

2,775

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　自動ドア修理

（１　事業目的・内容）

ブルーライン26施設53か所の自動ドアの定期点検結果に基づき、不具合箇所を修理します。

（修理費の推移）

※実績 ※実績 ※実績

（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）

1,483

事　　業　　費 1,110 1,483

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

1,483

中期経営計画 －

26年度 27年度 28年度 29年度

修理費 2,077 446 2,002 1,110

※予算

30年度

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　壁面タイル補修工事

（１　事業目的・内容）

工事費

※実績 ※予算

（２　前年度から変更・見直しした点）

改良費（Ｈ29まで）から修繕費に変更

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

33年度以降

66,226

73,872

計

工事費

93,398

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算 総　　額

　平成25年度に実施した地下鉄全駅の壁面タイル打診調査において、各駅に部分的な壁面タイルの浮きが複数箇所発生し
ていることが確認されました。そこで、お客様の安全を確保するため、ブルーライン12駅ほか４か所の壁面タイル補修工事を
実施します。

H27

31年度予定 32年度予定

中山、川和町、都筑ふれあいの丘、
北山田、東山田、高田、日吉

150,120

44,150

49,248

290,218

H30

蒔田、弘明寺、港南中央、戸塚

横浜、高島町、桜木町、上永谷、下永谷、舞岡、踊場
高島町運転事務室ほか改修
横浜駅出入口階段壁塗装

中川、仲町台、新羽、北新横浜、岸根公園、片倉町、
三ッ沢上町、三ッ沢下町、中田、立場、下飯田、湘南台、
矢沢中間換気所、吉田中間換気所、関の下中間換気所、

伊勢佐木長者町駅換気塔

伊勢佐木長者町、吉野町、
上大岡、中田中間換気塔

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

H28 H29

30年度予算額

（単位：千円）

設計

設計

設計

設計

工事

工事

工事

工事

設計



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　新羽駅ほか改修工事（設計）

（１　事業目的・内容）

○改修内容

①あざみ野駅第１出入口上屋改修工事

②新羽駅鉄骨塗装工事

③北新横浜駅幕板改修工事

④新羽保守管理所屋上防水工事

⑤笹下変電所外壁補修、屋上防水工事

⑥舞岡駅EV建屋防水改修工事

（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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

30年度予算額

　老朽化が進み、部分的な補修では対応することができなくなってきている各駅、変電所及び保守管理所の修繕事項をまとめて
平成30年度に設計を行い、平成31年度に工事を行います。

－

設計

工事

－

－

H30 H31

中期経営計画

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　建具更新工事

（１　事業目的・内容）

【更新履歴】

（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）

上大岡駅、吉野町、新羽駅

5 5,154 予算新横浜駅、新羽駅、新横浜中間換気所

9
横浜駅、伊勢佐木長者町駅、戸塚駅、港南中央駅、舞岡駅、
篠原中間換気所、大江橋中間換気所

備考か所数 金額該当施設

4 4,325 実績

債務負担設定
事　　業　　費

中期経営計画 －

29

　建具更新工事は、各駅その他施設に設置している扉や窓について、腐食の進行や老朽化により、修理対応では調整が不可

能となった箇所の更新を行うものです。

年度

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

28

30

30年度予算額

29年度予算 30年度予算

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　シャッター駆動装置更新工事

（１　事業目的・内容）

　駅構内に設置してある防煙・防火シャッターは、「建築基準法」および「地下鉄道の火災対策基準」により設置が義務付

けられており火災発生時には煙感知器、熱感知器に連動し自動降下することで延焼を防止する重要な設備です。これら

のシャッターについて、毎年定期点検を実施していますが、経年劣化による不具合の発生箇所がありその都度、調整や

応急処置を行っています。しかし現在では、開閉機（モーターを含む駆動に係る装置一式）について、部分補修や部品交

換が不可能な箇所（構造部）に不具合が見られ開閉機一式の更新が必要となります。

　この不具合を放置した場合、火災発生時などにブレーキが解放せずシャッターが自動降下しない、または通常開いてい

るシャッターがブレーキ故障で火災発生等に関係なく勝手に降下してしまうなど、重大な事故に繋がることから、これらの

改善を目的とした開閉機の更新工事を行います。また、建築基準法施行令第112条第14項の改正により、更新の際には

火災発生時のシャッター降下時の設備として避難時停止装置（自動閉鎖装置・危害防止用連動中継器・電気式手動閉鎖

装置・コードリール・座板スイッチ）の設置が義務付けられましたので、合わせて新設を行います。

　なお、30年度は三ツ沢上町駅、片倉町駅の20か所について更新工事を行います。

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

30年度予算額

中期経営計画 －

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費
債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　自動ドア駆動装置更新工事

（１　事業目的・内容）

　多目的トイレ等に設置してある自動ドアは、「公共交通機関の旅客施設に関する移動円滑化整備ガイドライン」の考え方により設置

しています。毎年定期点検を実施していますが、経年劣化による不具合の発生箇所がありその都度、調整や応急処置を行っていま

す。しかし設置から16年たちメーカーの交換推奨時期（10年）を経過しているため、モーター（ドアエンジン）、コントローラー、ハンガー

レール、ドアセンサー等駆動装置一式を更新し安全な開閉と長寿命化を図ります。

平成30年度は伊勢佐木長者町駅２台、下永谷駅２台を更新します。

（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）

30年度予算額

－中期経営計画

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額29年度予算 30年度予算

事　　業　　費
債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　新横浜駅改良工事（タイル補修工事）

（１　事業目的・内容）

＜年次計画＞

（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

お客様に向けて（15）地下鉄駅の大規模改良工事の実施

30年度予算額

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

中期経営計画

債務負担設定

（単位：千円）

　新横浜駅では、神奈川東部方面線との接続により、利用する旅客数や流動、周辺地域などにおいて大幅な変化が予想されます。
本工事は、このような神奈川東部方面線接続後に予想される旅客等の変化と、横浜の玄関口としてお客様を快適な空間でお迎えで
きるよう、レイアウト変更や内装改修を行うものです。
　ついては、平成30年度からの工事では手洗所改修などのバリアフリー設備の充実や老朽化した設備等の更新を行い、平成32年
度(予定)からは神奈川東部方面線との接続に伴う改修工事を実施します。
　本件は、上記改修工事のうち、タイル補修にかかる費用を計上するものです。

オリンピック ST線開業

基本設計

実施設計

工事（前期工事）

工事（後期工事）

工事費 - - -

Ｈ34Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

基本設計

工事

実施設計

工事



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　昇降機保守委託事業（BL）

（１　事業目的・内容）

　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。

○内訳

○契約年表

（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）

センター南駅ほか８駅及び１か所

1年契約 3年契約

1年契約 3年契約

3年契約

3年契約

戸塚駅ほか３駅 3年契約 3年契約

1年契約

3年契約 3年契約

項　　目 台数

中川駅 3年契約 3年契約

関内駅ほか７駅

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

台数

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

1,143,457

856,214

228,544

92,734

232,777

226,271

9

合　　　計 2 合　　　計 9

北新横浜駅ほか１駅

１年契約

3年契約

3年契約

31年度 32年度 33年度 34年度

新羽駅ほか12駅

1年契約

１年契約 1年契約

阪東橋駅ほか２駅及び1か所

下飯田駅ほか2駅

3年契約 3年契約

29年度 30年度

30年度予算額

204,029

中期経営計画

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

214,643

204,029

3年契約

3年契約

149,711

220,815

総　　額31年度予定 32年度予定 33年度以降

232,777

172,855

（単位：千円）

 BL2駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ清掃 2  BL3駅ｴｽｶﾚｰﾀｰ清掃



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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．汚水槽清掃：横浜駅汚水槽引抜き清掃6回追加（現状１回/年）

　　水槽内スカムが多くチョウバエが発生しているため。

（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）

清掃回数等

 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

中期経営計画

30年度予算額

－

 浄化槽清掃委託 1か所  浄化槽　年１回

設備数

　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。

事　　業　　費 14,692

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　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、各設備の機能を常時

良好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30年度に新設する空調設備（駅冷房）の保守点検を追加（弘明寺駅、岸根公園駅、阪東橋駅）

・予算算出方法を前年度設計金額ベースに見直した結果、減額

（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）

30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

 空調設備 34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 34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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 54,882

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　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）

消火栓ホース、連結送水管耐圧試験数量減少

（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）

30年度予算額

中期経営計画

　　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の保守点検業務をこの事業に含むものとしています。

設置場所 主な設備及び点検周期

 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 Ｈ３０予定数量（1号線） Ｈ３０予定数量（3号線）

シャッター 年１回 ２６７か所 ２９４か所

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

排煙オペレーター 年１回 ４０か所 １７６か所

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 43,004

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

22　排水ポンプほか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）

・予算算出方法を前年度設計金額ベースに見直した結果、減額

（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）

30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 46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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 15,234

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　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）

・予算算出方法を前年度設計金額ベースに見直した結果、減額

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

30年度予算額

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期

 車両基地除害施設 ３か所
 保守点検 年4回

 清掃・処分 年2回

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 10,270

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　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）

・防水扉保守点検委託契約を３年契約に変更

・浸水防止機保守点検委託は平成30年契約金額を計上しているため減額（３年契約の２年目（1,912千円））

・気象観測装置保守点検委託の業務内容に地震計の表示器のバッテリー交換を追加（２～３年毎に交換）

（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）

30年度予算額

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

 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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 5,912

債務負担設定 3,824

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

25　修繕作業費

（１　事業目的・内容）

　 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

各年度実績表

※実績 ※実績 ※予算

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　　H28年度 修理実績計上のため、増額

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

30年度予算額

44,852

中期経営計画 －

　  　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作業を

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

45,631 71,228 40,549 44,852

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 40,549 44,852 47,213 48,087 48,087 228,788

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

26　防災設備改修工事

（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

設計費

工事費

計

（２　前年度から変更・見直しした点）

・防火ダンパー更新対象駅のダンパー更新数量が増加。（H29、88台：H30、140台）

・H30年度工事対象駅にアスベスト検出によるダクト施工作業増

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

30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

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（１５）
設計 工事

片倉町駅（７８）

戸塚駅（５０）

設計 工事舞岡駅（２４）

下永谷駅（１４）

湘南台駅（４４）

設計 工事中田駅（１２）

立場駅（８４）

踊場駅（１７）

設計 工事
中田駅（１２）

上永谷車両基地（２）

高島町駅（２８）

2,197 2,123

47,625 46,016

49,822 48,139

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 48,139

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森

様 式 Ｅ

平成30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　】

27　空調熱源機器分解整備

（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) 冷却塔等 分解整備

※H29年度実施予定の「湘南台駅熱源機整備」は、H30年度空冷化工事予定のため先送りとした。

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　整備対象機器の増加

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

実施年度 29年度 30年度 3１年度

場所・機器名
湘南台（機器室系統）※H11年設置 上大岡駅（機器室系統）※H7年設置 －

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 －

30年度予算額

中期経営計画 －

実施年度 29年度 30年度 3１年度

場所・機器名
－ 戸塚（駅冷房用）※H7年設置 湘南台（駅冷房用）※H11年設置

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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 17,216

債務負担設定

（単位：千円）



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）

（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）

33　建物修繕費

○185,126 △ 54,019

事　　業　　費

中期経営計画 －

29年度予算 30年度予算

共通

10　線路保存費

131,107

（単位：千円）

30年度予算額

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

※予算

540272

総　　額

268

268

31年度予定 32年度予定 33年度以降

  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。

【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

※実績 ※実績 ※実績

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

431 182 242 272 268

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　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

各年度実績表

※実績 ※実績 ※予算

（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）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

126 146 410 390

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 410 390 410 417 417 2,044

債務負担設定

30年度予算額

390

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、各種設備の

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

３　駅施設等建築修繕工事

（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）

26年度

30年度予算額

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

28年度 29年度 30年度

2,002

6,196

31年度予定 32年度予定 33年度以降

※実績 ※予算

27年度

（単位：千円）

中期経営計画 －

5,901

総　　額

1,503 6,196

　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。

※実績 ※実績



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

４　駅施設等修理（１件修理）

（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）

30年度予算額

　グリーンライン地下鉄各施設（３２駅・１８変電所・２車両基地）で発生する工事発注未満の小規模な修理を行います。

※実績 ※実績 ※実績

26年度 27年度 28年度

698

31年度予定 32年度予定 33年度以降

中期経営計画 －

29年度 30年度

141 237 2,030 533 698

（単位：千円）

総　　額

※予算

29年度予算 30年度予算

698533

債務負担設定
事　　業　　費



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

５　サイン等製作及び設置業務委託

（１　事業目的・内容）

（２　前年度から変更・見直しした点）

・修繕実績の増加による増額

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

H29 H30

GL 572

29年度予算 30年度予算

事　　業　　費 572

中期経営計画

30年度予算額

計 1,791

※予算

　グリーンライン駅構内の案内サインについて、旅客サービス維持を目的とし、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います。

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

（単位：千円）

BL 1,219

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

６　漏水受樋取付工事

（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）

3,525

－

27年度 28年度 29年度

総　　額

  　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。

26年度 30年度

2,059 6,050 805

31年度予定 32年度予定 33年度以降

3,525

※実績 ※実績 ※実績 ※予算

30年度予算額

29年度予算 30年度予算

債務負担設定
事　　業　　費

中期経営計画

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

７　竪排水管清掃委託

（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）

30年度予算額

30年度

432

中期経営計画 －

事　　業　　費

29年度予算 30年度予算 総　　額

　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。

※実績

897

28年度 29年度

※実績 ※実績 ※予算

債務負担設定

934 751 897

26年度 27年度

31年度予定 32年度予定 33年度以降

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

８　駅施設等屋根清掃委託

（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）

31年度予定 32年度予定 33年度以降

93

－

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算 総　　額

  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。

　［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

30年度予算額

※実績 ※実績 ※予算

中期経営計画

27年度 28年度 29年度 30年度

57 40 93

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

９　自動ドア点検業務委託

（１　事業目的・内容）

　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。

（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）

行政サービスコーナー ３回/年

計

多機能トイレ等 ３回/年

ホーム待合室 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

３回/年ホーム待合室

30年度予算額

中期経営計画 －

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

22 0

行政サービスコーナー ３回/年

事務室等 ３回/年

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 709

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

10　駅施設シャッター修理

（１　事業目的・内容）

　　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。

（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）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

30年度予算額

183

中期経営計画 －

修理費 43 22 497 57 183

※実績 ※実績 ※実績 ※予算

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 57 183

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

11　自動ドア修理

（１　事業目的・内容）

グリーンライン10施設22か所の自動ドアの定期点検結果に基づき、不具合箇所を修理します。

（予算の推移）

（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）

30年度予算額

89

中期経営計画 －

29年度 30年度

修理費 158 57 58 89

※予算 ※予算

27年度 28年度

29年度予算 30年度予算 31年度予定

※予算

32年度予定 33年度以降 総　　額

89

債務負担設定
58事　　業　　費

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

12　川和町駅箱文字撤去その他工事

（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）

　川和町駅の箱文字型の駅名サインについて、高所に設置されていますが、足場がないために点検が困難となっています。

このままでは、劣化による落下等の危険があり、安全面で問題があります。

そのため、駅名サインの撤去を行います。

30年度予算額

31年度予定

事　　業　　費

中期経営計画

29年度予算 30年度予算

債務負担設定

お客様に向けて（３）地下鉄施設の計画的補修

32年度予定 33年度以降 総　　額

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

13　川和町駅ほか改修工事（設計）

（１　事業目的・内容）

○改修内容

①川和町電気室等漏水対策工事

②川和保守管理所屋上防水工事

（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年度予算額

－

設計

中期経営計画 －

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

　老朽化が進み、部分的な補修では対応することができなくなってきている川和町駅及び川和保守管理所の修繕事項を合わせて
平成30年度に設計を行い、平成31年度に工事を行います。
　グリーンラインでは、川和駅の電気室及び信号機器室内に漏水が発生しているため改修が必要です。また、川和保守管理所の
屋上から漏水が発生しており、対策工事が必要です。

H30 H31

工事

－

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

14　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

○契約年表

（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）

小　　　計 21 小　　　計 46

①-2 エレベーター

項　　目

30年度予算額

31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

②-1 エスカレーター 備考

②-2 エスカレーター

項　　目

79,427

台数

小　　　計 21

中期経営計画

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

①-1 エレベーター

項　　目 台数 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

156,854

46

小　　　計 46

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

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

中山駅ほか９駅 3年契約 3年契約

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

15　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）

（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）

30年度予算額

中期経営計画

設備数 清掃回数等

 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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 2,037

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

16　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、各設備の機能を常時

良好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30年度に新設する空調設備（駅冷房）の保守点検を追加（都筑ふれあいの丘駅）

・予算算出方法を前年度設計金額ベースに見直した結果、減額

（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）

中期経営計画 －

設備種別 か所数

 空調設備 11か所

 換気設備 11か所

 給排水・給湯設備 ９か所

事　　業　　費 14,199

30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

債務負担設定

主な設備及び点検周期

 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

 排気送風機 年2～3回、ﾌｨﾙﾀｰ 年1回

 電気温水器、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ年1～2回

29年度予算

（単位：千円）

総　　額

30年度予算額



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

17　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）
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）

30年度予算額

１５か所

中期経営計画

　　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の保守点検業務をこの事業に含むものとしています。

設置場所 主な設備及び点検周期

 防災設備 9か所
 屋内外消火栓、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、連結送水管、
 消火器、粉末消火、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

項　　目 点検回数 Ｈ３０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

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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 7,338

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

18　排水ポンプほか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）

・予算算出方法を前年度設計金額ベースに見直した結果、減額

（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）

30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
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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 3,320

債務負担設定

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

19　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）

30年度予算額

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期

（単位：千円）

 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

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 2,223

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

20　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）

・気象観測装置保守点検委託の業務内容に地震計の表示器のバッテリー交換を追加（２～３年毎に交換）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

30年度予算額

中期経営計画 －

設備数 主な設備及び点検周期

 気象観測装置 １か所  地震計、風向風速計、雨量計 年1回

（単位：千円）

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

債務負担設定
事　　業　　費 429



款： 項： 目：

節・細節： 金久、倉本、森33　建物修繕費

10　線路保存費

様 式 Ｅ

平成30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

【　事　業　内　容　】

21　修繕作業費

（１　事業目的・内容）

　 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

各年度実績表

※実績 ※実績 ※予算

（２　前年度から変更・見直しした点）

　　　　開業より約10年が経過し、故障等が増加傾向にあるため、増額

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定

30年度予算額

19,728

総　　額

（単位：千円）

事　　業　　費 17,990 19,728

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作業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

9,541 12,809 17,990 19,728

債務負担設定

33年度以降



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。

ドライブレコーダー・バックカメラ

（２　前年度から変更・見直しした点）

自動車車両ドライブレコーダー・バックカメラを新規計上 上永谷保有車両全８台　うち１台新車購入時に設置済。うち１台30年度廃車予定。
残り６台のうち、５台は車齢が10年超のため設置せず。

ハイエース（H28.2.16登録）のみ設置。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 30 79 109

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

債務負担設定

合　　　　　計 79

庁用車３台分 1 式

1 台

（単位：千円）
庁用車材料費 単価 数量 単位 金　額

（単位：千円）

79
中期経営計画 －

30年度予算額

共通

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○
予 算 額 416 605 △ 189

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
39　その他修繕費 担当者：

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当



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）

【　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）

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

債務負担設定
事　　業　　費 288 50 338

合　　　　　計 50

庁用車３台分 1 式 50
金　額

50
中期経営計画 －

債務負担設定

30年度予算額

（単位：千円）
庁用車修理費 単価 数量 単位

（単位：千円）

事　　業　　費 287 287 574

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

1 台

合　　　　　計 287

横浜400ね9997　（ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ） 1 台

1 台

39　その他修繕費 担当者：

（単位：千円）
応急車及び庁用車点検整備 単価 数量 単位 金　額

287

中期経営計画 －

30年度予算額

（単位：千円）

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

予　算　科　目

平成30年度　修繕費　事業計画書
様 式 Ｅ

担　　　　　当



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　部品材料

（１　事業目的・内容）

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】

自動車車両ドライブレコーダー・バックカメラ　　【施設区】

応急自動車　スタッドレスタイヤ　　【設備区】

自動車車両ドライブレコーダー・バックカメラ　　【設備区】

（２　前年度から変更・見直しした点）

自動車車両ドライブレコーダー・バックカメラを新規計上

29年度冬期から応急車にスタッドレスタイヤを装着しているが、30年度購入の新車は未装着のため計上

（３　根拠法令・規程、「現場の意見」　等）

前渡資金があれば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

ドライブレコーダー及びバックカメラの設置により安全性が向上し障害現場に円滑に急行することができる

【　事　業　内　容　】

2 自動車等整備・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

【施設区】

【施設区】

【施設区】

【設備区】

【設備区】

【設備区】

【設備区】

【施設区】

自動車修理　外注

【施設区】【設備区】

ミニ地下鉄修理　外注

【施設区】

機器類修理　外注

【設備区】

衣類乾燥機、全自動洗濯機等の修理　外注

【施設区】【設備区】

（２　前年度から変更・見直しした点）

衣類乾燥機、全自動洗濯機等の修理を計上

（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

衣類乾燥機、全自動洗濯機等の修理 　随時 20

30年度予算額

30年度予算額

1,340

ミニ地下鉄修理 　随時 50

酸素欠乏等の危険個所測定器の校正 　随時

高所作業車クレーン部 　　毎年

合　　　　　　　　計 1,040

自動車修理 　随時 130

キャラバン　400ふ4335 1年

ボンゴ　400ほ1572 1年

ノア　500つ1209 2年

新車 2年

キャラバン　800つ19 1年

高所作業車　800そ5798 2年

中期経営計画 －

車　　　　　　名 車検周期 ６ｹ月点検 12ｹ月点検 車検 計

エキスパート　400せ3518 1年

30

100

（単位：千円）

464

中期経営計画 －

共通

予 算 額 1,804 2,350 △ 546 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

平成30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

様 式 Ｅ

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 髙橋　淳也

（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）

　　　　　前渡資金が有れば、速やかに部品・材料を購入し修繕作業を行える

（４　年次表）

【　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）

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

事　　業　　費 475 420 895

　　　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

　　　○横浜4００み１２７０（キャラバン）１台

債務負担設定

60

30年度予算額

420

3030

中期経営計画

450

中期経営計画

債務負担設定
事　　業　　費

29年度予算 30年度予算

共通

（単位：千円）

30年度予算額

30

31年度予定 32年度予定 33年度以降

○505 △ 55

様 式 Ｅ

平成30年度　修繕費　事業計画書

30年度　A 29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

10　線路保存費

総　　額

　　　　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

（単位：千円）



款： 項： 目：

節・細節： 内田

（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）

（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 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

債務負担設定
事　　業　　費 354 812

総　　額

共通

様 式 Ｅ

平成30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

担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

（単位：千円）

30年度予算額

812

中期経営計画 －

予 算 額 26,290 78,390 △ 52,100 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費

          修繕作業で使用するグラインダーが破損したため購入します。

　　　　狭い場所でも使用できる刃先の小さいチェーンソーを購入します。



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

担当者：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）

・フォークリフトの修理を追加。
・自動車修理等の費用を管理係に移行。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

（単位：千円）

30年度予算額

466

（２　前年度から変更・見直しした点）

中期経営計画

事　　業　　費 275 466

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

担当者：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)

（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29年度　4台
　  　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度　0台
・工事用車両ブレーキ調整を追加

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）
（４　年次表）

事　　業　　費 24,843

債務負担設定

（単位：千円）

30年度予算額

24,843
中期経営計画

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 内田

様 式 Ｅ

平成30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

担当者：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

　

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 178 169

（２　前年度から変更・見直しした点）

（単位：千円）

30年度予算額

169
中期経営計画 －

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 内田

（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、修繕作業に使用するインパクトレンチ、チェーンソーを購入します。

（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）

総　　額29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降

債務負担設定
事　　業　　費 605 414

（単位：千円）

30年度予算額

414

中期経営計画 －

共通

予 算 額 35,436 ○ ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

39　その他修繕費 担当者：

30年度　A 29年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

平成30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



款： 項： 目：

節・細節： 内田39　その他修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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　】

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

・フォークリフトの修理費を追加。

・自動車修理等の費用を管理係に移行。

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

29年度予算 30年度予算

債務負担設定
事　　業　　費

総　　額31年度予定 32年度予定 33年度以降

（単位：千円）

30年度予算額

（２　前年度から変更・見直しした点）

中期経営計画



款： 項： 目：

節・細節： 内田39　その他修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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 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)

（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29年度　2台

　  　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度　1台

工事用車両ブレーキ調整を追加

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 33,983 20,968

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

中期経営計画
20,968

（単位：千円）

30年度予算額

債務負担設定



款： 項： 目：

節・細節： 内田39　その他修繕費 担当者：

様 式 Ｅ

平成30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 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

　摩擦調整材機器４台増設

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

事　　業　　費 744 1,370

債務負担設定

29年度予算 30年度予算 31年度予定 32年度予定 33年度以降 総　　額

年度 H30 H31 H32 H33 

30年度予算額

（２　前年度から変更・見直しした点）

調整材機器台数 ６台 １２台 １６台 １６台

点検費

中期経営計画

1,370

－

（単位：千円）



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）

合　　　　　　　計 183

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 183 再生紙の購入

 予算額 183 127 56
A B A　-　B

10　線路保存費 武田

30年度 29年度 増△減 ○

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 総務課



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 3,887

63　委託料 85 身体機能検査（施設区）

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 3,802 線路保存費支弁職員に対する被服貸与（新規採用・異動・定期貸与）

A B A　-　B

 予算額 3,887 3,695 192

10　線路保存費 星野

30年度 29年度 増△減 ○

様　式　Ａ

平成30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）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
10　線路保存費 星野

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 人事課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 33

B ○

50　被服費

A

70 予算額 1,190 1,120

1,157

合　　　　　　　計 1,190

線路保存費支弁職員に対する被服貸与（新規採用・異動・定期貸与）

身体機能検査（施設区）



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、29年度見込み等をもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 石黒、堀江

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
0 予算額 195 195

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：

（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

65　賃借料

68　保険料

73　自動車重量税

96　雑費

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度 ○

01　営業費用
10　線路保存費 今野　坪井　平塚

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 501

B

42　油脂糸屑費

A
2,083△            予算額 6,856 8,939

合　　　　　　　計 6,856

49　備消品費

350 市内・市外出張旅費、立会検査旅費、各種技能・資格講習旅費

240

411

有料駐車場代

319

34

592

63　委託料

57　通信運搬費 136

56　旅費

51　光熱水費 1,381

緊急自動車・庁用車自動車重量税

654

共通・小額物品、皮手、軍足、軍手、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾃｷｽﾄ代、新規採用者備品等1,269

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

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、灯油（雪害対策用）

ＭＣ燃料(軽油）、レール清掃車ボイラー燃料（灯油）、保守用ウエス　ほか

緊急自動車・庁用車用ガソリン及び軽油（軽油引取税）

969



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）

実績を基に算出

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 17,667

73　自動車重量税 87 庁用車重量税

96　雑費 552 有料駐車場利用料

65　賃借料 1,452 寝具賃借料・複写サービス料

68　保険料 771 庁用車自賠責・任意保険料

63　委託料 3,000 建物清掃、廃棄物処理委託、コンテナ物置解体

64　手数料 1,961 技能取得講習・資格取得講習・研修受講料、庁用車車検印紙代、高圧ガス・ボイラー・簡易専用水道法定検査費

57　通信運搬費 583 電話料金、切手代

60　負担金 39 高圧ガス協年会費

51　光熱水費 4,414 ガス・上下水道使用料金

56　旅費 531 市外・市内出張旅費、技能取得講習・資格取得講習・研修旅費、立会検査旅費

45　自動車燃料費 1,140 庁用車用ガソリン・軽油

49　備消品費 2,763 小額物品、事務及び作業用備品・消耗品、工具類

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 374 軽油、灯油、タオルウエス

A B A　-　B

 予算額 17,667 19,490 △ 1,823

10　線路保存費 幸田

30年度 29年度 増△減 ○

様　式　Ａ

平成30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



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）

実績を基に算出

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計

64　手数料 高圧ガス法定検査費（中山駅、日吉駅）  

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 10 小額物品

 予算額 92
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

30年度 29年度 増△減

様　式　Ａ

平成30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30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29年度

01　営業費用
10　線路保存費 髙橋　淳也

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 493

B ○

42　油脂糸屑費

A
80 予算額 5,961 5,881

合　　　　　　　計 5,961

241 出張旅費

96　雑費 50

401

有料駐車場代

335

24

428

68　保険料

51　光熱水費 663 水道代、白灯油

軽油、ウエス等

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 832 建物清掃委託、産廃収集運搬及び処理

電話料金、切手代57　通信運搬費 101

56　旅費

庁用車自動車重量税

590

小額物品、共通物品等1,803

各種講習会受講料及び各種免状交付料等

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28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）

－

9

道路管理システム利用料金、構造物支援システム運営協議会負担金ほか1,133

0

63　委託料 83,130 除草作業、軌道管理システム保守管理業務委託ほか

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 84 自動車借上げ費用（個人分）

建物総合損害保険料、公営地下鉄団体土木構造物68　保険料 2,593

65　賃借料 自主管理作業責任者の資格認定に伴う会場代

合　　　　　　　計 86,993

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

57　通信運搬費 2

B －

49　備消品費

A
△ 23,015 予算額 86,993 110,008

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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28年度の実績を基に算出しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

4

道路管理システム利用料金、構造物支援システム運営協議会負担金ほか408

63　委託料 10,835 除草作業、軌道管理システム保守管理業務委託ほか

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 自動車借上げ費用（個人分）

公営地下鉄団体土木構造物68　保険料 745

65　賃借料 自主管理作業責任者の資格認定に伴う会場代

合　　　　　　　計 12,033

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
1,378 予算額 12,033 10,655

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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）

　（３　新規項目・主要事業等）
６３　委託料の設備区計器較正料
　設備区で使用している騒音計・デジタル温度計等の計器類は、較正を実施していないと正確な測定ができなくなる恐れが
　あります。較正実施のための費用を計上します。

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

63　委託料

A
 予算額 0

合　　　　　　　計

設備区計器較正料（騒音計、デジタル温度計等）

○



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
　　　購入機材：配管用内視鏡スコープ他
６３　委託料
　　・非常機材点検委託

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 2,932

B

41　資産減耗費

A
 予算額 4,582

合　　　　　　　計

教育文化センターエレベーター撤去工事

非常機材補充事業

63　委託料 非常機材点検委託等2,121



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
　　　購入機材：配管用内視鏡スコープ他
６３　委託料
　　・非常機材点検委託

688 非常機材補充事業

非常機材点検委託

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料

B ○

49　備消品費

A
 予算額 816

様　式　Ａ

平成30年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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）

特別調査

様　式　Ａ

平成３０年度　経費　事業計画書

30年度

担当

29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

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

51　光熱水費 410

B

49　備消品費

A
1,350△            予算額 16,754 18,104

合　　　　　　　計 16,754

141 パンフレット等印刷

459

99

54

8,046

66　諸謝金

57　通信運搬費 311 電話回線使用料、LAN回線使用料

コピー用紙、書籍、事務用品等

68　保険料

65　賃借料

電気代、水道代

64　手数料

56　旅費

63　委託料 5,303 複写サービス、事務所清掃

ST線検討会議61　会議費 14

58　印刷製本費

火災保険、賠償責任保険

1,149

出張旅費768

Web建設物価使用料、講習会費等

事務所賃貸借料

ST線検討会議


