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公有財産（道路、橋梁等のインフラ資産を含む）の 

維持管理について 

第１節 監査の対象とした理由 
   高知県内の道路、橋梁等のインフラ資産や県有建物は、完成後 30 年以上

を経過したものが多く、老朽化が進んでいる。  
   いうまでもなく、インフラ資産や県有建物の安全性の確保は必要不可欠で

ある。とりわけ、高知県の場合、広大な県土を比較的数の少ないインフラ資

産で支えているため、インフラ資産が損傷した場合、県民の生活が成り立た

なくなる恐れもある。  
   そこで、公有資産の維持管理にかかる事務の執行の現状と将来のあり方

について、検討した。  

 

第２節 監査の全体像 

１ 高知県内のインフラ資産等の老朽化  

   高知県内の道路、橋梁等のインフラ資産や県有建物（以下、インフラ資

産と建物を総称して「インフラ資産等」という）には、完成後 30 年以上

を経過したものが多く、老朽化が進行している。 

    

   このように、平成 23 年時点で、架設竣工後 50 年を超える高齢化橋梁

は約 32.6％であるが、このままいけば 20 年後には、この割合が 71.5％に
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上がり、急速に高齢化橋梁が増えることになる。  
 

 
 
   上の図は、県提出の台帳から外部監査人が作成した図で、平成 24 年末

時点での経過年数別の延床面積を示したものである。これによると、同年

末時点で、延床面積の 40.53％が築 30 年を超える経過年数となっている。  
 

２ 高知県内のインフラ資産等の損壊事例  

   高知県内でも、県以外の地方公共団体が管理する橋梁の損壊事例がある。 
   平成 23 年 12 月 7 日、四万十市西土佐口屋内の四万十川の口屋内沈下橋

で、陥没していた橋桁が川に落下して、支えていた橋脚も倒壊した（なお、

平成 22 年 8 月から通行止めとされていた）。 

 

全国的な橋の損傷事例  
発  生  年  都道府県  名 称  損傷の内容  架設竣工年  経過年数  

平成元年  長野県  新菅橋  落橋  昭和 40 年  24 年  

平成 2 年  岐阜県  島田橋  落橋  昭和 38 年  27 年  

平成 11 年  愛知県、岐阜県  愛岐大橋  斜材の破断  昭和 43 年  31 年  

平成 19 年  三重県  木曽川大橋  斜材の破断  昭和 38 年  44 年  
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平成 19 年  秋田県  本荘大橋  斜材の破断  昭和 41 年  41 年  

平成 20 年  千葉県  君津新橋  吊材の破断  昭和 48 年  35 年  

平成 21 年  新潟県  妙高大橋  橋桁内部鋼材

の破断等  昭和 48 年  36 年  

平成 23 年  秋田県  雪沢大橋  吊材の破断  平成 12 年  11 年  

平成 23 年  高知県  口屋内沈下橋  落橋  昭和 30 年  56 年  

平成 24 年  静岡県  原田橋  メインケーブ

ルの破断  昭和 31 年  56 年  

   これらの事例のなかには、土木関係の雑誌等に、原因を探求する記事が

掲載されている。 

   このような資料を十分に参考とすべきであろう。 

 

３ 全国のインフラ資産等の損壊事例  

   さて、本監査を行っている最中の平成 24 年 12 月 2 日、山梨県の中央

自動車道笹子トンネルでトンネルの天井板が崩落し、数台の自動車が潰さ

れ火災が発生し少なくとも 9 人が死亡する死傷事故が発生した。同事故に

より、しばらくの間、通行止めになった。  
 
   笹子トンネルの管理者である中日本高速道路株式会社は、経年劣化、老

朽化により安全が脅かされる状態にあることを、認識、検討していた。 

   しかしながら、このような検討を始めていたとしても、現実に損傷・事

故が起きてしまえば、利用者等は甚大な損害を受けるし、社会的な損失も

大きい。管理者の責任を問われる可能性もある。 

   このことを、インフラ資産等を管理する各地方公共団体（高知県を含む）

は、教訓とすべきである。 

   つまり、①安全を確保するに足る点検・補修を行っているかどうかが最

大のポイントであるが、②一つの目安として、少なくとも笹子トンネルを

管理する中日本高速道路株式会社が行っていた以上のレベルの点検・補修

を行っているか、③現実に何らかの点検・補修、対応（の検討）を行って

いても、それが損傷を防ぐに足りるのか、といった点を、十分に注意する

必要がある。 

   この点、中日本高速道路株式会社は「山留めのグラウンドアンカーは、

平成 4 年の設計指針制定前の旧タイプは頭部及びテンドンとアンカー体

の接続部の防食機能が低く、破断の原因となっている」等の技術的な点に

ついて点検・補修を検討していたようであるが、県は、これらの点につい

て対応していないとのことであった。 
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４ 点検・補修の方法について  

   今回の監査では、このようなインフラ資産等のうち道路・橋梁・工業用

水道・流域下水道・港湾施設と建物について、県がどのように点検・補修

を行っているか検討した。  
   その結果、近年、一部の施設について長寿命化計画が策定されたこと、

南海地震対策として、緊急輸送道路の落橋や倒壊対策、道路法面の落石・

崩壊対策等、施設の耐震化工事、又、建物の耐震化計画に基づく耐震化工

事を実施していて、これに併せて可能な修繕も実施していること 1、それ

以外は、日常点検・定期点検で見つかった修繕が必要な箇所を、設備の緊

急度や重要度に応じて、「予算の範囲内で」修繕する形でなされているこ

とが分かった。  
   また、橋梁の長寿命化計画では、適切な補修をしない場合は耐用年数経

過時に更新が必要であるとして、その費用を試算している。他方で、「適

切な補修」をすれば、更新は不要であると結論づけている。その結果、今

後 50 年で 1910 億円の費用を削減できるとうたっているが、将来の更新

の必要性の有無について、こんなにも結論が異なるものか、疑問である。 
   また、同計画の優先順位づけについて、算出年 2016 年（平成 28 年）

時点で健全度 0.5 の部材が多数みられる。0 点は県が「許容しない管理水

準」と定めていることからすると、健全度が 0.5 以下というのは相当に危

険な状態ではないかと思われる。危険を先送りするものと考えざるをえな

い。  
   ちなみに、橋梁の長寿命化計画の前提データは県職員が橋梁の部材を点

検して集めるものとされているが、アドバイザー会議において専門家から

点検・調査の正確性について、厳しい指摘がなされている。前提となるデ

ータ自体を甘く査定しているとしたら、危険を放置する結果となる。この

点も、厳格に行う必要がある。  
 

５ 国家賠償裁判例  

   これまでの国家賠償裁判例をみると、人工公物であるインフラ資産は、

自然公物である河川等に比べて、より厳しい安全確保義務が課される（昭

和 45 年 8 月 20 日最高裁判決（高知落石訴訟））。  
   特に、平成 10 年 5 月 11 日高知地裁判決の事案は、平成 6 年 12 月 30

                                                   
1 もっとも、中長期的な修繕計画と一体とはなっていない。  
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日に高知市で発生した事件であるが、事件の 13 日ほど前に交通事故によ

り損傷した欄干を補修せずにいたところ、欄干の破損個所から酔った歩行

者が河川に転落、死亡した事故である。 

   通報がなされなかったことから、管理者である高知市は欄干の損傷の事

実を把握していなかったものであるが、ここで注意すべきなのは、わずか

13 日間、損傷を放置していた間にも利用者の死傷に至ることもあるし、

管理者の責任が問われることもあるという事実である。 

 

６ 中長期的な計画  

   ①全ての施設を網羅的に点検すること、②新設とは別の点検・補修の予

算を確保すること、③補修の優先順位をつけて計画的に補修していくこと

が必要である。  
   ①と③は単年度で行うことができないと思われる。そこで、中長期的な

計画を立てることが必要である。  
（１）国の対応  
   この点、国は、「社会資本整備重点計画法」(平成 15 年法律第 20 号)に

基づき作成した「社会資本整備重点計画」(平成 15 年 10 月 10 日閣議決定)

において、「社会資本の更新時期の平準化、維持管理や更新を考慮に入れ

たトータルコストの縮減等を図るため、総合的な資産管理手法を導入し、

効率的・計画的な維持管理を推進する」こととしている。 

   道路橋について、国土交通省は、①従来の「事後保全」から「予防保全」

に転換すること、②更新時期を平準化すると同時に、ライフサイクルコス

トを縮減するアセットマネジメントの取組を推進することとした。国土交

通省は、地方公共団体に対する予算措置上の支援策として、平成 19 年度

より、地方公共団体の策定する道路橋の長寿命化修繕計画策定事業を補助

対象とした。 

（２）県の対応 

   高知県においては、平成 23 年度までに道路橋の長寿命化計画を策定し

た。浦戸湾東部流域下水道の高須浄化センター、港湾施設でも、平成 22

年度から、順次、修繕計画書が策定されている。 

 

７ 台帳の整備  

   ところで、網羅的に点検して修繕の順位付けを行う場合には、施設ごと

の台帳を網羅的に作成し、点検結果を付け加えるかたちで統一的な台帳を
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作ることが必要となる。  
   今回の監査で、対象物ごとに台帳の整備状況を確認したところ、管理台

帳、法定台帳は整備されているが、固定資産台帳は整備されていない施設

が多かった。  
 

８ 将来的な見積  

（１）現状  
   近年の修繕費（表では維持補修費）と新設・改良費（表では普通建設事

業費）の推移を示すと、次のとおりである。  
 

  

 
 出典：高知県作成の「普通会計決算の推移」より作成（単位：百万円）  
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 １ このように、修繕費（維持補修費）が急激に増加している。これは、施

設の老朽化が進んだことによるものと考えられる（決算額の急激な伸びは、

国の交付金を活用して老朽化対策を行ったもの）。  
   今後も、老朽化対策を行っていく必要があると考えられる。  
   他方、新設・改良費（普通建設事業費）は、全体的には減少傾向にある。

とはいえ、修繕費（維持補修費）と比べると、新設・改良費（普通建設事

業費）は、まさに桁違いに多い。  
   このことから、これまでは補修よりも新設に傾きがちであったといえる。 
 
 ２ 県の各部署はインフラ資産の法定耐用年数が経過したからといって更

新するわけではなく、補修することで長寿命化をはかると述べていた。  
   しかし、では長寿命化をはかる結果、何割程度のインフラ資産の更新が

必要となるのか（逆に言えば、何割程度のインフラ資産は更新せずに済む

のか）、その結果、必要となる補修費用と更新費用がどの程度と見込まれ

るのかといった点について、県は試算を持ち合わせていない。基本的に、

現在「与えられた」予算の枠内で補修し、大規模な更新が必要になったら

起債でまかなうといった回答がみられた程度であった。  
   なお、橋梁について長寿命化計画を策定したことは、一定、評価できる。

しかしながら、その補修費用の算定方法や補修・更新の必要性の判断方法

については厳しく吟味することが必要である。  
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９ 人口及び県債の動向との対比  

（１）現状  
   高知県の人口推移は、次のとおりである。  

 
 
    県が負担している債務（県債）の増減は、次のとおりである。  

 
 ※臨時財政対策債のこと。地方債の一種。国の地方交付税特別会計の財源が
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不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、その穴埋め

として、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度による地方債。 
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第３節 意見 

１ 損傷が発生した場合、直ちに補修するべきである  

   インフラ資産に損傷が発生した場合、直ちに補修するべきである。 

   人的損害、物的損害が生じてからでは取り返しがつかない。法律上、管

理者に対する責任が生じる可能性も高い。 

   例えば、高知市では、平成 10 年、欄干の損壊後 13 日目に歩行者が転落

した事件で自治体の法的責任が認められた。 

   また、損傷発生後、即時の補修が難しい場合もある。損傷の情報が到達

するまでの時間、補修を行うまでの時間、補修が完成するまでの時間等が

ある。このように即時の対応が難しいのであれば、予防保全をはかるべき

である。事後保全になりがちな現状には強い危惧を覚える。 

 

２ 事後保全から予防保全への転換  

   これまでは、必ずしも潤沢とはいえない予算の枠内で、インフラ整備を

行いながら点検・補修を計画なしに行ってきたため、どうしても事後保全

に陥りがちであった。 

   しかしながら、インフラ資産は県民の生活を支えるものであるから、ひ

とたび損傷すると、その影響は大きい。人的・物的被害が生じる場合には、

それら被害も大きくなりがちである。  
   また、十分に保全して損傷・被害を生じさせないことが管理者の義務で

あることから、万が一、損傷・被害が生じた場合、管理者の責任は免れな

い。他方で、予算の都合上、補修が次年度以降となることもあった。  
   このような点から、事後保全でなく予防保全を中心とするべきである。 

 

３ 全ての施設の網羅的な点検  

   予防保全をするためには、全ての施設を網羅的に点検することが必要で

ある。  
   いうまでもなく、損傷していい施設は一つもないからである。  
   また、後述の優先順位づけを行うためにも、全ての施設の網羅的な点検

が必要である。  
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４ 専門的知見の活用  

   点検にあたっては、施設、工法ごとに様々な注意点が指摘されている。

このような知見を参考にして、重点的な点検が必要である。  
   例えば、「橋梁は経過年数が 30 年を超えると変状率が高くなっている」、

「グラウンドアンカーは、平成 4 年の設計指針制定前の旧タイプアンカー

は頭部及びテンドンとアンカー体の接続部の防食機能が低く、破断の原因

となっている」、「トンネルの矢板工法は、背面空洞化の潜在リスクを抱え

ている」、「平成 8 年のインバート設置基準改定前のトンネルの一部にお

いて変状が確認されている」等といった点である。  
   表面が塗装されている橋梁では、非破壊検査が必要だという専門家の指

摘もなされている。目視できないという点では、海水の進入した箇所が目

視できない港湾施設も同様と考えられる。  
   道路について、これらの専門的知見を踏まえた検査は、今のところ、な

されていないとのことであったが、これらの検査を行うべきである。  
   港湾施設についても、県は、維持管理計画書を策定した 122 施設中、

空洞化が発生する可能性がある係留施設が 73 施設あると判断しているの

に、空洞化調査を実施したのは 7 施設だけであるとのことであった。危険

性のある施設については、全て空洞化調査を実施することが望ましい。  
 

５ 新設とは別の点検・補修の予算の確保  

   予算制約があることから、新設の予算を減らしてでも、点検・補修の予

算規模を十分に確保することが必要である。  
   これまでは、どうしても新設に重点を置きがちであった。近年の修繕費

（表では維持補修費）と新設・改良費（表では普通建設事業費）の推移を

みると、後者が前者よりまさに桁違いに多い（第２節８ (１ )のグラフを参

照）。点検・補修を十分に行い、事後保全から予防保全に転換するための

予算的裏付けとして、新設の予算を削ってでも、点検・補修の予算を確保

することが必要である。  
   また、道路工事等では、交付金事業が大きなウェイトを占めているのが

現状であり、スピード感をもった対応が可能となるよう、国に要望してい

くことも重要であろう。 

   他方、建物のように、国の交付金・補助金を県有建物の補修・更新に用

いることが難しい仕組みとなっていて、そのことが補修費の不足の一因と

なっているのであれば、かかる障害をなくすよう努力すべきである。交付



12 

金・補助金の利用対象の範囲の拡大といった、大胆な対応が必要である。 
 

６ 補修の優先順位づけと、危険の矮小化の禁止  

   予算の制約があることからは、補修の優先順位をつけて、計画的に補修

していくことが必要である。  
   とはいえ、いくら予算の制約があるからといっても、補修の必要性の判

断は虚心坦懐に行う必要がある。危険を矮小化して先送りすることは、危

険を放置することと結果において同じであって、許されない。必要がある

ならば、補修でなく更新を選択すべきである。  
 (１ ) 例えば、橋梁の長寿命化計画では、適切な補修をしない場合は耐用年

数経過時に更新が必要であるとして、その費用を試算している。他方で、

「適切な補修」をすれば、更新は不要であると結論づけている。  
   将来の補修の必要性の有無について、こんなにも結論が異なるものか、

疑問である。  
 (２ ) より具体的に指摘できる点としては、橋梁の長寿命化計画では、算出

年 2016 年（平成 28 年）時点で健全度 0.5 の部材が多数みられる。他方

で、県の説明では、長寿命化工事は当該年度に行うことを目標とするが計

画上の期間としては 5 年以内（2016 年（平成 28 年）まで）に完成する

こととしている、とのことであった。そうすると、上記部材については、

算出年の 2016 年（平成 28 年）に長寿命化工事ができないことが一定程

度考えられることとなる。その場合には、同年で 0.5 の健全度は、さらに

低下することとなる。健全度は 0～100 点の範囲で算出され、0 点は県が

「許容しない管理水準」と定めていること、長寿命化計画で 20～0 点を

「非常に痛んでいる」と説明していることからすると、健全度が 0.5 以下

というのは相当に危険な状態ではないかと思われる。しかし、前述のとお

り、県の計画では 5 年以内（2016 年（平成 28 年）まで）に工事する計

画としている。危険を先送りするものと考えざるをえない。  
 (３ ) ちなみに、橋梁の長寿命化計画の前提データは県職員が橋梁の部材を

点検して集めるものとされているが、アドバイザー会議において専門家か

ら点検・調査の正確性について、厳しい指摘がなされている。前提となる

データ自体を甘く査定しているとしたら、危険を放置する結果となる。こ

の点も、厳格に行う必要がある 2。  

                                                   
2 なお、県は、全橋について委託業者が専門的な目でチェックし、さらに、「要検

討」の橋梁についてはアドバイザー会議の審査を受けているから安全性に問題は

ないというが、そうであれば、委託業者とアドバイザー会議が一元的に点検し補
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 (４ ) ヒアリングの際には、必要があれば更新をするとの話もでたが、前述

(１ )から (３ )の点からすると、その必要性の判断が甘くないか不安がある。

文字どおり、必要があれば更新をするべきである。他の地方公共団体の中

には、更新に踏み切る例もある。  
 

７ 情報共有の体制づくり  

   点検と補修、更新とは、それぞれ担当する職員が異なると思われること

から、それぞれの結果を情報共有することが不可欠である。  
   木曽川大橋の斜材が破断した事例では、数年前の補修（構造改善）時に

も腐食が発見されたが構造改善せず「要観察」としていた部分が、破断す

るに至ったものである。破断の１年半ほど前にも、5 年に一度の定期点検

がなされていたが、「要観察」とされたことが点検員に伝わらず、近接目

視を遠望目視に変更した結果、損傷が見過ごされていた。このような情報

伝達の不備が、大事故につながりかねない損傷の一因となった。  
   これは他の地方公共団体の事例ではあるが、本県においても、点検・補

修の現場作業は土木事務所が行い、補修・更新の意思決定は本庁が行って

いる。とすると、両者間に木曽川大橋の事例のような情報共有の不備が生

じる可能性がある。  
   したがって、点検する職員と補修、更新（の決定）をする職員との間で、

適切に情報共有することが必要不可欠である。ＰＤＣＡサイクルのように、

不断に改善していくことも必要である。  
   より具体的には、それを可能とするような情報の一元化、共有体制の構

築が必要であろう。  
 

８ 中長期的計画の策定  

   すでに述べたとおり、①全ての施設を網羅的に点検すること、②新設と

は別の点検・補修の予算を確保すること、③補修の優先順位をつけて計画

的に補修していくことが必要である。  
   ①と③は単年度で行うことができないと思われる。そこで、中長期的な

計画を立てることが必要である。  
 

                                                                                                                                                     
修の程度を決定することとすれば、管理の効率化ができる。このように、経費節

減の点からも、問題がある。  
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９ 計画の甘さの排除と、不断の改善  

   いかに計画を立てているといっても、最終的には、インフラ資産等の安

全の確保が十分になされているかが問題である。  
   計画に甘さがあったり必要な補修を先送りしたりしてはいけないし、専

門的知見や、他の管理者にかかる物件であっても（不幸にも）損傷事例が

発生した場合にはそこから得られる教訓をもって、計画を不断に改善して

いくことが必要である。  
 

１０ 台帳の整備が必要  

   網羅的に点検して修繕の順位付けを行う場合には、施設ごとの台帳を網

羅的に作成し、点検結果を付け加えるかたちで統一的な台帳を作ることが

必要となる。  
   後記１１で述べる補修・更新費用の金額の見積を行うためにも、統一的

な台帳が必要である。  
 (１ ) 台帳に記載するデータは修繕の順位付けに用いることから、なるべく

使いやすい形式にすることが望ましい。  
   多くの場合、使いやすい形式といえるのは、ＰＤＦ方式以外の電子デー

タだと思われる。  
 (２ ) これを必要な範囲（例えば、点検する職員と修繕、更新の決定をする

職員の双方、等）で共有することが必要である。  
 (３ ) すでに一定の資産については、固定資産台帳が整備されている（固定

資産台帳には、取得年月日、取得費用が記載されることが必要である。）。

これを有効に活用することが、一つの方法として考えられる。  
   なお、近い将来、総務省方式基準モデルに基づく財務諸表を整備する際

にも、取得年月日、取得費用といった情報が必要となる。  
 (４ ) また、補修・更新費用の金額の見積りを行う点等からは、このような

情報を記載した台帳を、道路、河川等のいわゆる適用除外部分も含めて全

庁横断的に整備することが望ましい。  
 

１１ 将来的な見積りをすることが必要  

   今後、修繕費が増加していくと思われることから、その将来的な見積を

することが、財政上必要になってくる。  
   また、すでに述べた、新設とは別に点検・補修のための予算を確保して



15 

いくためにも、中長期的に（年度をまたいで）どの程度の費用がかかるか、

見積をする必要がある。単に部局ごとの予算組みにとどめたり、あるいは

点検・補修費用を前年並みとしたりするだけでは、いきおい補修より新設

に傾きがちである。  
   その結果が、現在の老朽化の進行である。  
   損傷事例が発生しないうちに、早急に手を打つ必要がある。  

 

１２ 積み上げ式の見積がベストである  

   点検・補修費用の見積をする場合に最も望ましいのは、損傷・事故を防

ぐ観点からは、すべての施設を一つ一つ点検して、点検・補修に必要な金

額を一つ一つ見積もって合算する方法である。  
   これが最も実証的な方法といえる。推計の要素が入り込まない点で、最

も望ましいといえる。  
   県の施設ではないが、笹子トンネルでは反対車線の下り車線で 670 か

所もの不具合が見つかったと報道されている。このような事態を避けるた

めには、上記の方法によるほかない。  
   そもそも、一つ一つの施設を点検して補修の可能性を検討することは日

常的・定期的になされているはずであるから、この結果を集計する作業が

新たに加わるだけともいえる。  
 

１３ 固定資産台帳の整備  

   とはいえ、このような見積が直ちにできるだけの態勢にないかもしれな

い。また、現時点の損傷の有無は点検によって明らかになるが、将来の損

傷の可能性は、一定の方法で推計することになる。  
   この場合、県が策定した道路橋の長寿命化計画のように、一定の劣化率

を仮定して積算する方法もある。この方法の適否については、劣化率を仮

定する際に恣意が入り込む可能性がある。  
   もう一つの方法としては、各施設の完成年度と耐用年数から推計する方

法がある。この方法は、全体の傾向をつかむこと、劣化率の仮定に恣意が

入らないことに利点がある。  
   この方法を行うためには、固定資産台帳を整備して、各施設の完成年度、

面積（または長さ）を記録し、修繕・更新の単価を確定する必要がある。

県は、現在、財務書類の作成について総務省方式改訂モデルを採用してい

るが、同方式は、固定資産台帳によらない統計情報を活用したものである
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ため正確さを欠くモデルである。近い将来、総務省方式基準モデルに移行

するためにも、各施設の完成年度、面積を記録する必要がある。  
 

１４ 適正なインフラ資産の規模を検討する必要がある  

   人口の年齢構成から、今後、高知県の人口は、減少傾向が続き、特に生

産年齢人口は大きく減少すると思われる。税収等の歳入も減少すると考え

ざるを得ない。他方、県債の残高は、増加傾向にある。予算決算の総額に

比しても、その 2 倍程度の規模に上っている。  
   そうすると、危険性のない十全なインフラを県土すみずみまで行き渡ら

せることができるというのは幻想なのかもしれない。適正なインフラ資産

の規模を、一度、真剣に議論することが必要であろう。  
 

１５ 施設整備の際に補修・更新費用を意識する必要がある  

   インフラや施設を整備（新設）する時には、将来の補修・更新にかかる

費用を見込むこと、少なくとも意識することが必要である。  
   過去の外部監査でも指摘されたところであるが、例えば、寒蘭センター

は入場料無料の施設として建設された。過去の監査で指摘されたように、

運営していくためには当然、人件費等のランニングコストが発生する。そ

れだけでなく、施設を物理的に維持していくだけでも補修の費用を要する。

半永久的に施設を維持するのであれば将来、更新費用も必要になる。この

点からも、入場料無料の施設として建設することは理解しがたい。  
   コスト意識を持つことと、コストの一種類として将来の維持・更新費用

があることを、県全体が認識すべきである。  
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