
款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、橋本、大友

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 ＬＥＤ広告看板修理事業（ＢＬ）
（１　事業目的・内容）
ブルーライン駅構内に設置されているＬＥＤ広告看板の修理経費を計上します。

予定金額

【参考】LED看板設置数

（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）

ＧＬ 3

ＧＬ 135 135

計 252 190

計 ― 6

様 式 Ｅ

令和３年度　修繕費　事業計画書

３年度　A ２年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ予 算 額
○

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費 資産活用課01　営業費用

40　修繕費

60　運輸管理費

共通

（単位：千円）

３年度予算額

路線 数量（令和２年度） 数量（令和元年度）

ＢＬ 117 55

路線 単価 予定数量 予定金額

ＢＬ 3

390



款： 項： 目：

節・細節： 髙澤、橋本、大友

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 LED広告看板修理事業（GL）
（１　事業目的・内容）

グリーンライン駅構内に設置されているＬＥＤ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）

単価の増（実績金額に見直し）、予定数量の減

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

計 252 190

路線 数量（令和２年度） 数量（令和元年度）

ＢＬ 117 55

ＧＬ 135 135

3

ＧＬ 3

計 ― 6

60　運輸管理費

○

共通

（単位：千円）

３年度予算額

路線 単価 予定数量 予定金額

ＢＬ

1,950

様 式 Ｅ

令和３年度　修繕費　事業計画書

３年度　A ２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



款： 項： 目：

節・細節： 戸田、浅田、諸橋、坂井

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 運転シミュレータ保守点検（3000形）
（１　事業目的・内容）

3000形運転シミュレータ保守点検

3000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。

（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）

予 算 額
○

予　算　科　目 担　　　　　当

担当者：

所属：02　高速鉄道事業費

様 式 Ｅ

令和３年度　修繕費　事業計画書

３年度　A ２年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

安全教育センター01　営業費用

40　修繕費

60　運輸管理費

共通

（単位：千円）

３年度予算額

374 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ



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 404

64　手数料 60 関東出改札システム講習会

56　旅費 279 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

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

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

 予算額 404 2,604 2,200△           ○

A B A　-　B

60　運輸管理費 田中

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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



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３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２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

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 17,981

B

49　備消品費

A
5,181△            予算額 18,429 23,610

合　　　　　　　計 18,429

センター備消品

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

448



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）

144 センター備消品

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 5,918

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 5,774

B ○

49　備消品費

A
2,900△            予算額 5,918 8,818

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２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）

合　　　　　　　計 4,490

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 4,490 地下鉄協会費

 予算額 4,490 6,490 2,000△           ○

A B A　-　B

60　運輸管理費 山口

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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）

○

資産活用ポータルサイト運営管理委託

64　手数料 55 固定資産管理システム使用料

固定資産シール

予算書及び決算書合本等負担金、乗車料収入等の検銭に係る費用の負担金

63　委託料

合　　　　　　　計 8,518

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 8,254

B

49　備消品費

A
1,498△            予算額 8,518 10,016

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 栗山

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

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）

11,400 乗車料収入等の集金に係る委託費用、高速鉄道会計土地除草委託

道路占用料（光ケーブル、BL構内営業施設、BLデジタルサイネージ）

合　　　　　　　計 24,814

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

96　雑費 13,414

B

63　委託料

A
610 予算額 24,814 24,204

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 栗山

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 経営管理課

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３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 栗山

３年度 ２年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 6,200 乗車料収入等の集金に係る委託費用、川和車両基地外周道路所管換に係る測量

 予算額 6,794 7,848 1,054△           

96　雑費 594 道路占用料（ＧＬ構内営業施設、自販機広告シート）

合　　　　　　　計 6,794



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）

○

334 広告管理システムプロパイダ利用料、回線使用料

広告媒体管理業務委託ほか

合　　　　　　　計 30,541

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 30,207

B

57　通信運搬費

A
2,555△            予算額 30,541 33,096

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 髙澤、橋本、柴垣、田中、王

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 高澤、橋本、吉井

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 49,162

B

49　備消品費

A
6,635△            予算額 62,141 68,776

合　　　　　　　計 62,141

96　雑費 9,915 道路占用料

駅規定額面管球購入費、YS-VISIONステッカー製作費

広告掲出撤去等業務委託ほか

64　手数料

516

神奈川新聞ニュース配信料、神奈川新聞ニュースコンテンツ費用2,548



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）

神奈川新聞ニュース配信料、神奈川新聞ニュースコンテンツ費用1,699

96　雑費 1,831 道路占用料（広告看板）

YS-VISIONステッカー製作費

広告掲出撤去等業務委託ほか

64　手数料

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 7,050

B ○

49　備消品費

A
 予算額 17,565

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 髙澤、橋本、吉井、大友

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 資産活用課

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

合　　　　　　　計 3,191

64　手数料 205 運転適性検査講習会

96　雑費 1,140 予防接種費用助成

50　被服費 1,219 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 567 インフルエンザ予防接種費用（巡回）、身体機能検査

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 60 クレペリン検査用紙

 予算額 3,191 3,292 101△              ○

A B A　-　B

60　運輸管理費 北爪・佐藤

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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）

令和２年度実績を基に作成しました。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２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

63　委託料 5,000

B

60　負担金

A
5,000 予算額 5,512 512

合　　　　　　　計 5,512

交通ISAC年会費

安全品質の継続的改善に係る検討費用

96　雑費

○

500

被害者等支援費12



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

運転士養成に伴う諸費用

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和３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 安全教育センター
60　運輸管理費 戸田、浅田、坂井、諸橋

３年度 ２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 21 運転法規研修講座テキスト代、運転理論研修講座テキスト代、鉄道図書

 予算額 2,162 6,485 4,323△           ○

56　旅費 1,549 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

58　印刷製本費 207 動力車操縦者養成科教科書

60　負担金 184 動力車操縦者養成担当者連絡協議会 会議費、資料作成費

61　会議費 16 動力車操縦者養成担当者連絡協議会 会議費（幹事）

64　手数料 135 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

65　賃借料 25 連絡協議会貸会議室

96　雑費 25

合　　　　　　　計 2,162

運転士養成科については、２期養成（１期25名）を視野に入れた予算となっています。



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）

コロナの影響による厳しい収支状況が予想されることから、事業の必要性を根本から見直し、真に必要とされる事業費のみ計上

　（３　新規項目・主要事業等）
（新規）
・ハマエコ）ＰＲスタンド撤去費（63委託費）

タクシー借り上げ料

○

1,672

共通一日乗車券販売手数料920

定期券発売委託　他

PASMOデータ利用手数料

ハマエコキャンペーン費用　他

56　旅費 504 定例市外・市内出張旅費　他

インバウンド企画乗車券　他

96　雑費

64　手数料

タイアップ備品消耗品費　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

ハマエコオートチャージ申込書印刷費　他58　印刷製本費 214

57　通信運搬費 882 ハマエコクレジット決済システム通信費　他

109,258

24,740

100

153,868

74　広告宣伝費

合　　　　　　　計 293,982

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

49　備消品費 706

B

46　乗車券・帳表類

A
62,350△           予算額 293,982 356,332

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 矢澤、小澤

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 営業課（高速）

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

　（２　編成するにあたっての考え方）

　（３　新規項目・主要事業等）

運転士養成科については、２期養成（１期25名）を視野に入れた予算となっています。

地下鉄10000形運転シミュレータ装置移設費

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

B ○

63　委託料

A
 予算額 0

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 戸田、浅田、坂井、諸橋

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 安全教育センター

増△減



款： 項： 所属：
目： 担 当 者 名：

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

共通

　【積算内容】　

　（１　科目別積算内容）

各駅連絡施設維持管理費　他

駅清掃委託　他

上大岡駅再開発ビル使用料

　（２　編成するにあたっての考え方）

コロナの影響による厳しい収支状況が予想されることから、事業の必要性を根本から見直し、真に必要とされる事業費のみ計上

　（３　新規項目・主要事業等）
（新規）
・分煙脱臭ブース定期保守点検業務委託（中田駅）（63委託費）

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

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

３年度 ２年度 増△減 ○

A B A　-　B

63　委託料 337,254

65　賃借料 2,407

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 3,422

 予算額 343,083 419,108 76,025△          

合　　　　　　　計 343,083



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）

コロナの影響による厳しい収支状況が予想されることから、事業の必要性を根本から見直し、真に必要とされる事業費のみ計上

　（３　新規項目・主要事業等）
（新規）
・分煙脱臭ブース定期保守点検業務委託（日吉駅）（63委託費）

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

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

３年度 ２年度 増△減

A B A　-　B ○

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

60　負担金 30,000 日吉駅連絡施設保守管理

 予算額 121,953 133,617 11,664△          

63　委託料 91,953 駅清掃委託 他

合　　　　　　　計 121,953



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 3,320

64　手数料 864 各種講習会受講料

65　賃借料 335 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 67 ○3,320

A B A　-　B

60　運輸管理費 吉田

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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

３年度 ２年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和３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 905

A B A　-　B ○

60　運輸管理費 吉田

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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）

14,842

運送及び動産保険料1,112

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 16,248

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 294

B

46　乗車券・帳表類

A
5,588△            予算額 16,248 21,836

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 綿貫、小山、遠藤

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）

3,399

運送及び動産保険料357

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 3,843

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

59　事故費 87

B ○

46　乗車券・帳表類

A
3,161△            予算額 3,843 7,004

様　式　Ａ

令和３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度

01　営業費用
60　運輸管理費 綿貫、小山、遠藤

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）

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 二瓶　峰雄

３年度 ２年度 増△減 ○

様　式　Ａ

令和３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）

 車内の簡易な事故等にかかる費用を支出します。

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和３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 新羽乗務管理所
60　運輸管理費 古川　　登

３年度 ２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 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）

合　　　　　　　計 50

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
A B A　-　B ○

60　運輸管理費 枝　幸夫

３年度 ２年度 増△減

様　式　Ａ

令和３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



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３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 建設改良課
60　運輸管理費 廣田、高崎、岡田、戸辺

３年度 ２年度 増△減 ○

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 195,660 ３号線延伸に係る委託、旧東横線帷子川橋脚撤去検討

 予算額 195,660 121,287 74,373

合　　　　　　　計 195,660



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３年度　経費　事業計画書

３年度

担当

２年度 ○

01　営業費用
60　運輸管理費 石田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　高速鉄道事業費 営業課（自動車）

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

53　乗車券販売手数料 96

B

46　乗車券・帳表類

A
1,715△            予算額 732 2,447

合　　　　　　　計 732

64　手数料 7 みなとぶらりチケット（デジタル版）クレジットカード決済手数料

みなとぶらりチケット及び企画乗車券デザイン、制作費

みなとぶらりチケット乗車券販売手数料

60　負担金

みなとぶらりチケットﾘｰﾌﾚｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ及び制作費、ハイカラ制作費74　広告宣伝費 413

206

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ賛助会員会費、会議参加費10
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