
款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、橋本

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 ＬＥＤ広告看板修理事業（ＢＬ）
（１　事業目的・内容）

ブルーライン駅構内に設置されているＬＥＤ広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

【参考】ＬＥＤ看板設置数

（２　前年度から変更・見直しした点）

労務単価の増、消費税率の引き上げ

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

予定金額

-

路線 数量

計 18

15

3

予定数量単価

ＧＬ

ＢＬ

路線

351

様 式 Ｅ

令和２年度　修繕費　事業計画書

２年度　A 元年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額
○

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 資産活用課01　営業費用

40　修繕費

元年度予算 ２年度予算

共通

（単位：千円）

２年度予算額

３年度予定 ４年度予定 ５年度以降

ＢＬ 55
ＧＬ 135

計 190

債務負担設定
事　　業　　費 351

60　運輸管理費

総　　額



款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、橋本、柴垣

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 ＬＥＤ広告看板修理事業（ＧＬ）
（１　事業目的・内容）

グリーンライン駅構内に設置されているＬＥＤ広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

【参考】ＬＥＤ看板設置数

（２　前年度から変更・見直しした点）

予定数量の見直し（実績ベース）、労務単価の増、消費税率の引き上げ

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

（４　年次表）

予定金額

-

路線 数量

計 18

15

3

予定数量単価

ＧＬ

ＢＬ

路線

3,973

様 式 Ｅ

令和２年度　修繕費　事業計画書

２年度　A 元年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 資産活用課01　営業費用

40　修繕費

元年度予算 ２年度予算

共通

（単位：千円）

２年度予算額

３年度予定 ４年度予定 ５年度以降

ＢＬ 55
ＧＬ 135

計 190

債務負担設定
事　　業　　費 3,973

60　運輸管理費

総　　額

○



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 シミュレータ保守点検
（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 286

元年度予算 ２年度予算 ３年度予定 ４年度予定 ５年度以降 総　　額

（単位：千円）

２年度予算額

シミュレータ保守点検ＢＬ

平成25年度に更新されたBL3000A形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくため保守点検を実施します。

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

予 算 額 286

40　修繕費 担当者： 戸田、浅田、坂井

２年度　A 元年度　B 増△減(Ａ-Ｂ) ○

様 式 Ｅ

令和２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 60　運輸管理費 所属： 能力開発センター



款： 項： 目：

節・細節：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 シミュレータ保守点検
（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）

様 式 Ｅ

令和２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 60　運輸管理費 所属： 能力開発センター

40　修繕費 担当者： 戸田、浅田、坂井

２年度　A 元年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

予 算 額 286 〇

（単位：千円）

２年度予算額

シミュレータ保守点検ＧＬ

平成27年度に新設置されたGL10000形の運転シミュレータ装置について、今後長期にわたり継続して使用していくため保守点検を実施します。

元年度予算 ２年度予算 ３年度予定 ４年度予定 ５年度以降 総　　額

債務負担設定
事　　業　　費 286



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）

○

1,500 商店街連携経費

合　　　　　　　計 1,500

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

74　広告宣伝費

A

2,500△             予算額 1,500 4,000

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 村川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 プロジェクト推進課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

関東出改札システム講習会

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 システム推進課
60　運輸管理費 田中

２年度 元年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 高速鉄道本部向けタブレット導入

 予算額 433 ○

56　旅費 279

60　負担金 65

関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会の出張旅費

関東出改札システム協議会・総会、サイバネティクス協議会会費

64　手数料 60

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）

6,714 センター備消品、OA端末購入、オフィスソフト購入（YCANパソコン用）

地下鉄後方支援システム保守、多目的デジタル案内板保守、地下鉄運行ポータル保守

合　　　　　　　計 23,610

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 16,896

B

49　備消品費

A

8,565△             予算額 23,610 32,175

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 田中、高橋

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 システム推進課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

3,394 センター備消品、OA端末購入、オフィスソフト購入（YCANパソコン用）

地下鉄後方支援システム保守、多目的デジタル案内板保守、地下鉄運行ポータル保守

合　　　　　　　計 8,818

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 5,424

B ○

49　備消品費

A

1,543△             予算額 8,818 10,361

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 田中、高橋

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 システム推進課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２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
60　運輸管理費 橋本

２年度 元年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 4,490 地下鉄協会費

 予算額 6,490 6,400 90 ○

96　雑費 2,000 職員提案制度

合　　　　　　　計 6,490



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 佐久間

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 9,754

B

49　備消品費

A

633△               予算額 10,016 10,649

合　　　　　　　計 10,016

64　手数料 53 固定資産管理システムデータベース管理ソフトのサポートサービス費用

固定資産用シール

予算書及び決算書合本等負担金、乗車料収入等の検銭に係る費用の負担金

63　委託料

○

資産活用ポータルサイト運営管理委託



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２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 経営管理課
60　運輸管理費 佐久間

２年度 元年度 増△減 ○

A B A　-　B

 予算額 20,546

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

58　印刷製本費 土地管理図面の複製

63　委託料 10,650 乗車料収入等の集金に係る委託費用、高速鉄道会計土地測量委託費等

96　雑費 13,554 道路占用料（光ｹｰﾌﾞﾙ、BL構内営業施設、BLデジタルサイネージ等）

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）

合　　　　　　　計 7,848

96　雑費 348 道路占用料（GL構内営業施設、自販機広告シート）

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 7,500 乗車料収入等の集金に係る委託費用、不動産鑑定評価等

A B A　-　B ○

 予算額 7,848 10,740 2,892△            

60　運輸管理費 佐久間

２年度 元年度 増△減

様　式　Ａ

令和２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 経営管理課



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）

30年度決算、元年度見込み等をもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）

広告管理システム通信にかかる新市庁舎への移転作業等を計上

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 髙澤、田中、橋本、柴垣、王

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 51

B

57　通信運搬費

A
3,144 予算額 33,096 29,952

合　　　　　　　計 33,096

広告管理システムデータ通信費等

日本鉄道広告協会年会費

63　委託料

○

464

広告媒体管理業務委託、新規資産活用に係る経営診断料、不動産鑑定等32,581



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）

道路占用料（広告看板）

　（２　編成するにあたっての考え方）

30年度決算、元年度見込等を計上

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 髙澤、橋本、柴垣

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 54,921

B

49　備消品費

A
3,872 予算額 68,776

合　　　　　　　計 68,776

64　手数料

96　雑費 9,850

64,904

神奈川新聞ニュース配信料

広告看板管球購入経費ほか

広告媒体管理業務委託、広告掲出撤去等業務委託ほか

1,073

2,932



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）

30年度決算、元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

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 髙澤、橋本、柴垣

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

64　手数料 1,379

B ○

63　委託料

A

5,300 予算額 17,565 12,265

合　　　　　　　計 17,565

広告設置及び撤去作業等

神奈川新聞ニュース配信料

96　雑費

14,350

道路占用料（構内営業、広告看板）1,836



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２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

A B A　-　B

60　運輸管理費 佐藤

２年度 元年度 増△減

50　被服費 1,417 運輸管理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 504 インフルエンザ予防接種、身体機能検査

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 39 クレペリン検査用紙

 予算額 3,292 3,209 83 ○

64　手数料 192 運転適性検査講習会

96　雑費 1,140 インフルエンザ予防接種費用助成

合　　　　　　　計 3,292



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）

60　運輸管理費 山口

２年度 元年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和２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

A B A　-　B

 予算額 28 0 28

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 28 うがい器取り外し

合　　　　　　　計 28



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）

動力車操縦者養成科教科書

動力車操縦者養成担当者連絡協議会 会議費、資料作成費

動力車操縦者養成担当者連絡協議会 会議費（幹事）

運転法規研修講座受講料、運転理論研修講座受講料、運転免許申請料

運転士養成科宿泊研修 諸費用

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

○

3,278

運転士養成科に関わる旅費、動力車操縦者養成担当者連絡協議会に関わる旅費2,293

運転士養成科宿泊研修 会議室使用料、貸し切りバス料金、連絡協議会貸会議室

58　印刷製本費 90

主回路表示装置教材等の撤去

96　雑費

運転法規研修講座テキスト代、運転理論研修講座テキスト代、鉄道書籍

65　賃借料

56　旅費

64　手数料 128

61　会議費 16

60　負担金 180

385

49

合　　　　　　　計 6,485

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 66

B

41　資産減耗費

A

3,809 予算額 6,485 2,676

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 戸田、浅田、坂井

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 能力開発センター

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

令和元年度実績を基に作成しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

交通ISAC年会費

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 竹内・本田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 安全管理課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 500

BA
426 予算額 512 86

合　　　　　　　計 512

96　雑費 12 被害者等支援費

交通ISAC年会費

○



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用
60　運輸管理費 筒井　関

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 営業課（高速）

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 910

B

46　乗車券・帳表類

A

49,678 予算額 356,332 306,654

合　　　　　　　計 356,332

899 クレジット決済システム通信費、他

132,925

30,265

200

185,734

74　広告宣伝費

56　旅費 579 地下鉄業務協議会出張旅費、他

企画乗車券

96　雑費

64　手数料

お客様SC用備品、他

63　委託料

53　乗車券販売手数料

60　負担金 1,118 鉄道の日負担金、他

オートチャージ申込書印刷費、他58　印刷製本費 217

57　通信運搬費

タクシー借り上げ料

○

2,565

共通一日乗車券販売手数料920

クレジット決済システム業務委託、他

PASMOデータ利用手数料、他

ハマエコキャンペーン費用、他



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 419,108

74　広告宣伝費 2,000 快速運転広報費

63　委託料 411,122 駅清掃委託、他

65　賃借料 2,363 上大岡駅再開発ビル使用料

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 3,623 各駅連絡施設維持管理費等

 予算額 419,108 350,944 68,164

A B A　-　B

60　運輸管理費 筒井　関

２年度 元年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 営業課（高速）



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 133,617

63　委託料 99,355 駅清掃委託、他

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 34,262 日吉駅連絡施設保守管理

 予算額 133,617 105,273 28,344

A B A　-　B ○

60　運輸管理費 筒井　関

２年度 元年度 増△減

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 営業課（高速）



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

賠償連絡協議会・運転業務研究会貸切バス借上げ費用

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 3,253

68　保険料 10 異常時総合訓練イベント保険

96　雑費 57

64　手数料 864 各種講習会受講料

65　賃借料 201 貸切バス借上げ

58　印刷製本費 216 第三者暴力防止ポスター、鉄道人身事故防止ポスター

60　負担金 198 各種協議会出席費用

56　旅費 1,170 各種協議会出席費用

57　通信運搬費 367 JR電話費用

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 170 各種講習会教材費

 予算額 3,253 3,100 153 ○

A B A　-　B

60　運輸管理費 吉田

２年度 元年度 増△減

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

事故対応

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計

68　保険料 団体鉄道賠償責任保険

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 460

 予算額 2,360

A B A　-　B

60　運輸管理費 吉田

２年度 元年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

事故対応

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計

68　保険料 団体鉄道賠償責任保険

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 300

 予算額 870

A B A　-　B ○

60　運輸管理費 吉田

２年度 元年度 増△減

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 運転課



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

19,996

運送及び動産保険料1,547

乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成

定例賠償金

68　保険料

合　　　　　　　計 21,836

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 293

B

46　乗車券・帳表類

A

2,398 予算額 21,836 19,438

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度 ○

01　営業費用

60　運輸管理費 弓野

予　　　　算　　　　科　　　　目
02　高速鉄道事業費 駅務管理所

増△減



款： 項： 所属：

目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

A　-　B

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度

01　営業費用

60　運輸管理費 弓野

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 駅務管理所

増△減

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 88

B ○

46　乗車券・帳表類

A

 予算額 7,004 6,240 764

合　　　　　　　計 7,004

68　保険料

6,419

運送及び動産保険料497

乗車券（普通券、定期券、一日券等）の作成

定例賠償金



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 80

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 80 事故処理用前渡金

 予算額 80 80 0

A B A　-　B

60　運輸管理費 北爪　純一

２年度 元年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　高速鉄道事業費 01　営業費用 上永谷乗務管理所



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　車内の簡易な事故にかかる賠償費用等を支出します。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 笠原　保信

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 新羽乗務管理所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B

59　事故費

A

50△   予算額 50 100

合 計 50

事故前渡金50



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

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

２年度 元年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 50 ドア挟み事故等簡易な事故前渡金

 予算額 50 50 0

合　　　　　　　計 50



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

121,287 ３号線延伸検討

交通局100周年事業費

合　　　　　　　計 125,287

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

74　広告宣伝費 4,000

B

63　委託料

A

79,887 予算額 125,287 45,400

様　式　Ａ

令和２年度　経費　事業計画書

２年度

担当

元年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 河村、早川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 建設改良課

増△減
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