
款： 項： 目：

節・細節： 稲本

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検及び修理
（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）

共通

（単位：千円）

５年度予算額

230

車検・法定点検および故障時に対応するため、修繕費を予算計上します。

40　運転費

300 △ 70

01　営業費用

40　修繕費

230

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 保土ケ谷営業所



款： 項： 目：

節・細節： 京念屋　一郎

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検・法定点検及び修理
（１　事業目的・内容）

所管庁用車１台の車検・法定点検及び修理費用

（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）

40　運転費

250 △ 75

共通

（単位：千円）

５年度予算額

175

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 若葉台営業所01　営業費用

40　修繕費

175



款： 項： 目：

節・細節： 相川・横田

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検及び修理
（１　事業目的・内容）

庁用車３台分の車検及び修理費

（２　前年度から変更・見直しした点）

（３　根拠法令・規程、現場の意見等）

450

40　運転費

450 0

共通

（単位：千円）

５年度予算額

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 浅間町営業所01　営業費用

40　修繕費

450



款： 項： 目：

節・細節： 矢田・保坂・井上

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検及び修理
（１　事業目的・内容）

経営理念に基づく、安全、確実、快適なサービスを提供するための車両（庁用車）を、良好な状態に保つため、車検及び修理をおこないます。

（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）

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 滝頭営業所01　営業費用

40　修繕費

320

40　運転費

275 45

共通

（単位：千円）

５年度予算額

320



款： 項： 目：

節・細節： 庄司

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検・点検及び修理
（１　事業目的・内容）

応急車は毎年の車検と６か月ごとの法定点検、緊急車は２年ごとの車検と１２か月ごとの法定点検が義務付けられております。

また、バス停作業、事故、お客様対応等使用頻度も高いことから、故障時の緊急修理にも対応します。

　

（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）

40　運転費

200 0

共通

（単位：千円）

５年度予算額

200

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 本牧営業所01　営業費用

40　修繕費

200



款： 項： 目：

節・細節： 山下　一光

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車法定点検及び修理
（１　事業目的・内容）

　応急車・緊急車に対して車検（1両）と6ヶ月及び12ヶ月法定点検整備（各1両）を実施する必要があります。また、故障の際に要する費用を

 予算要求します。

（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）

200 100

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 港南営業所01　営業費用

40　修繕費

300

共通

（単位：千円）

５年度予算額

300

40　運転費



款： 項： 目：

節・細節： 古林・長谷

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検及び修理
（１　事業目的・内容）

庁用車車検時の修理費用等

（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）

40　運転費

共通

（単位：千円）

５年度予算額

722

500 222

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

５年度　A ４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　自動車事業費　 港北営業所01　営業費用

40　修繕費

722



款： 項： 目：

節・細節： 佐野　茂樹

（単位：千円）

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ

【　事　業　内　容　】

1 庁用車車検・法定点検及び修理
（１　事業目的・内容）

所管庁用車２台の車検・法定点検及び修理費用。

（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）

（単位：千円）

５年度予算額

500

共通

予 算 額 500 300 200 ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ

40　修繕費 担当者：

５年度　A ４年度　B 増△減(Ａ-Ｂ)

様 式 Ｅ

令和５年度　修繕費　事業計画書

予　算　科　目 担　　　　　当

02　自動車事業費　 01　営業費用 40　運転費 所属： 鶴見営業所



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５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 総務課
40　運転費 橋本

５年度 ４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 1,215 再生紙の購入

 予算額 1,215 1,215 0

合　　　　　　　計 1,215



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 41,072

62　報償費 650 交通局バス運転手無事故表彰

64　手数料 1,700 バス乗務員【免許取得支援コース】助成、二級自動車整備士取得費用助成

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

50　被服費 38,722 新規採用者、転入・異動者、定期貸与対象者への制服貸与

 予算額 41,072 42,699 1,627△            
A B A　-　B

40　運転費 小泉

５年度 ４年度 増△減

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 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３年度決算、令和４年度決算見込等をもとに計上

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 金子、髙澤、中込、及川

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 資産活用課

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

96　雑費

B

65　賃借料

A
 予算額 31,230

合　　　　　　　計

バス折返場賃借料

バス停ポール埋込作業

30,940



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５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 安全教育センター
40　運転費 阿部

５年度 ４年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 11,114 教習所委託(合宿・通学)

 予算額 11,114 20,332 9,218△  

合 計 11,114



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）

55　車両清掃費

営業所タクシー借り上げ料、緑・磯子駐車場代、バス停埋込工事など

乗務員関係備品（名札ほか）、バス停関係備品、車両シートカバー（貸切）など10,596

ターミナル案内盤負担金など

運行委託（緑・磯子）、メール便業務など

共架料・添架料、貸切専用車用レンタルDVD、港の見える丘公園使用料

57　通信運搬費 466 貸切バス用無線機使用料など

業務用定期券56　旅費 1,390

3,750 バス車両シート洗浄（10営業所分）など

6,250

257

8,804

2,005,178

65　賃借料

合　　　　　　　計 2,055,366

A
156,051△         予算額 2,055,366 2,211,417

51　光熱水費 18,020 運行委託営業所光熱水費（磯子・緑）、白山高校折返し場電気料金

96　雑費

63　委託料

庁用車ガソリン（磯子・緑）

60　負担金

49　備消品費

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費 655

B

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 山中・堀江

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 営業課（自動車）

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）

参考見積をもとに積算

　（３　新規項目・主要事業等）

3,440

各営業所庁用車任意保険料

乗務員用マイクロホン、ＡＥＤ消耗品

無線回線、ＬＴＥ回線通信料

68　保険料

合　　　　　　　計

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

57　通信運搬費 1,030

B

49　備消品費

A
 予算額 6,099

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 小濱

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 運輸課

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）

38,740

ＦＣバスのリース料33,085

ディーゼルエンジンオイルほか

軽油、ＦＣバス水素

65　賃借料

合　　　　　　　計 1,468,288

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

43　動力費 1,396,463

B

42　油脂糸屑費

A

409,773 予算額 1,468,288 1,058,515

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 天野

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 車両課（自動車）

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）

庁用車ガソリン

備消品、バス停標識関係

営業所光熱水費

車両清掃

56　旅費 営業所出張旅費

既存消火器引取り

60　負担金 バスターミナル維持管理費負担金、一般廃棄物等処理

63　委託料 営業所清掃業務委託

64　手数料 資格取得試験・各種法令講習等、検査登録印紙代

65　賃借料 運行管理システム柱地代

68　保険料 庁用車自賠責保険料

73　自動車重量税 庁用車重量税

駐車場利用料等

　（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 34,660

31

15

96　雑費

17

18

57　通信運搬費

1,950

363

55　車両清掃費

7,000

350

51　光熱水費

6,47349　備消品費

A B

45　自動車燃料費

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

 予算額 34,660 14,000 20,660

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 保土ケ谷営業所

A　-　B

40　運転費 稲本

５年度 ４年度 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 56,002

96　雑費 80 地域連携対策費・駐車場代

68　保険料 22 庁用車自賠責保険

73　自動車重量税 25 庁用車自動車重量税

60　負担金 23,434 バスターミナル使用にともなう維持管理費等

64　手数料 371 資格受験費用・法令受験費用等

63　委託料 15,397 鴨居駅誘導業務委託・営業所清掃委託・会議室暗幕交換委託

65　賃借料 2 笹山団地運行改善システム柱地代

56　旅費 430 定例旅費

57　通信運搬費 21 消火器引取費用等

51　光熱水費 6,380 営業所光熱水費

55　車両清掃費 バス車両清掃

45　自動車燃料費 庁用車ガソリン

49　備消品費 1,939 営業所備品等・トイレットペーパー10営業所取りまとめ購入

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 12 庁用車エンジンオイル

 予算額 56,002 39,810 16,192

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 若葉台営業所

A B A　-　B

40　運転費 京念屋　一郎

５年度 ４年度 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）

営業所出張旅費

消火器引取費用

帳票印刷等

一般廃棄物処理費

車両誘導業務委託等

適性診断、講習費等

庁用車自賠責保険料

庁用車重量税

　（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５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 相川・横田

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 浅間町営業所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費

B

42　油脂糸屑費

A
2,731 予算額 28,103 25,372

合　　　　　　　計 28,103

280

73　自動車重量税 20

96　雑費

354

30

272

20

12,000

64　手数料

51　光熱水費 12,000 営業所等光熱水費

エンジンオイル

68　保険料

63　委託料

庁用車燃料費

60　負担金

49　備消品費

58　印刷製本費 850

57　通信運搬費

56　旅費

20

営業所備消品費1,760

駐車場代等



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）

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 滝頭営業所
40　運転費 矢田・保坂・井上

５年度 ４年度 増△減

A B A　-　B

45　自動車燃料費 庁用車燃料代

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

 予算額 42,651 20,734 21,917

317 営業所出張旅費

51　光熱水費 12,389 営業所等光熱水費

55　車両清掃費 バス車両等清掃

96　雑費 10 駐車場代

68　保険料 60 庁用車自賠責保険料

71　有料道路利用料 5,300 路線バス運行及び緊急時におけるETC使用料金

営業所備品等1,58549　備消品費

73　自動車重量税 48 庁用車自動車重量税

63　委託料 6,691 営業所清掃、機械警備業務委託

64　手数料 404 適性診断、講習費、円貨両替手数料等

60　負担金 550 一般廃棄物処理費

56　旅費

合　　　　　　　計 42,651



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）

45　自動車燃料費 庁用車のガソリン

49　備消品費 クリンビュー・営業所備消品・消火器更新

51　光熱水費 営業所の光熱水費・横浜駅東口バスターミナル（標識等）電気料金

56　旅費 定例旅費（市内・市外）

57　通信運搬費 消火器引取費用

60　負担金 一般廃棄物等処理

63　委託料 バス車両誘導業務（港の見える丘公園・山手駅前）等

64　手数料 適性診断、各種資格取得・講習

　（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５年度　経費　事業計画書

５年度

担当

４年度

01　営業費用
40　運転費 庄司　

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 本牧営業所

増△減

節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

BA
4,080 予算額 19,638 15,558

A　-　B

積　算　額

合　　　　　　　計 19,638

駐車場代

営業所庁用車重量税

2,022

7,021

307

68　保険料

73　自動車重量税

96　雑費 10

17

500

9,163

276

16 営業所庁用車自賠責保険



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

令和５年度　経費　事業計画書

5年度

担当

4年度

01　営業費用
40　運転費 山下　一光

予　　　　算　　　　科　　　　目

02　自動車事業費　 港南営業所

増△減

A　-　B

積　算　額節別科目名 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費

B

42　油脂糸屑費

A
13,209 予算額 34,748 21,539

41 庁用車重量税

駐車場代10

合　　　　　　　計 34,748

264

8,300

63　委託料

51　光熱水費 8,000

60　負担金

庁用車燃料

49　備消品費

57　通信運搬費 消火器引取費用

出張旅費56　旅費 330

55　車両清掃費

資格講習等

10

営業所備品678

上大岡駅ＢＴ維持管理・誘導費用、一般廃棄物処理費

地下貯蔵タンク清掃及び廃油処理委託・危険物施設点検委託・営業所等清掃

バス車両清掃費

3,000 10営業所分の複写サービス委託料

庁用車自賠責保険料50

営業所光熱水費等

庁用車エンジンオイル

8,100



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）

60　負担金 バスターミナル使用に伴う維持管理費等

63　委託料 除草作業、営業所清掃等

64　手数料 資格者講習等

65　賃借料 センター南乗務員控室分煙機賃借料

68　保険料 庁用車自賠責保険料

73　自動車重量税 庁用車重量税

96　雑費 営業所関係費

　（２　編成するにあたっての考え方）

前年度分の実績をもとに算出

　（３　新規項目・主要事業等）

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 港北営業所
40　運転費 古林、長谷

５年度 ４年度 増△減

A B A　-　B

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

45　自動車燃料費 庁用車燃料代

 予算額 28,318 6,847 21,471

43　動力費 小型車両運行にかかる燃料代

49　備消品費 644 営業所備品等

51　光熱水費 6,500 営業所等光熱水費

55　車両清掃費 車両清掃

300

680

営業所出張旅費56　旅費

57　通信運搬費 消火器引取費用

8,150

180

107

54

40

40

合　　　　　　　計 28,318



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 32,203

96　雑費 10 有料駐車場利用料

71　有料道路利用料 3 庁用車・緊急車有料道路利用料

73　自動車重量税 36 庁用車・緊急車自動車重量税

65　賃借料 10営業所寝具賃借料

68　保険料 34 庁用車・緊急車自賠責保険料

64　手数料 189 資格者講習料

58　印刷製本費 遺失物荷札

60　負担金 7,830 バスターミナルに係る維持管理費用等

51　光熱水費 7,000 営業所光熱水費

56　旅費 245 市内外出張旅費

45　自動車燃料費 庁用車ガソリン

49　備消品費 1,278 営業所備消品費

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

42　油脂糸屑費 6 庁用車エンジンオイル

 予算額 32,203 26,333 5,870
A B A　-　B

57　通信運搬費 消火器引取費用

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 鶴見営業所
40　運転費 佐野　茂樹

５年度 ４年度 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

節別科目名 積　算　額 積　　　算　　　項　　　目

63　委託料 バス無線局アンテナ撤去作業委託

 予算額 0
A B A　-　B

40　運転費 辻

５年度 ４年度 増△減

様　式　Ａ

令和５年度　経費　事業計画書

予　　　　算　　　　科　　　　目 担当

02　自動車事業費　 01　営業費用 電気課
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