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Ⅰ 水道施設処分方針策定の趣旨 

１ 方針策定の経緯と目的 

平成 25 年４月から開始された当別ダムを水源とする石狩西部広域水道企

業団の水道用水受水に伴って、これまで旧石狩市域の主な水源であった地下

水の井戸や浄水場がその役目を終えました。 

これら廃止された施設は、水源の変更という事情から、一部の井戸を除き

今後水道事業で再び使用することはありませんが、このままの状態で保有し

続けた場合には、老朽化が進行し倒壊や破損などによる危険があるだけでな

く、防犯上や景観上の問題も引き起こす可能性があり、早期に処分を行うこ

とが望ましいと考えます。 

ただし、処分にあたっては、撤去による多額な費用も発生することから、

水道事業会計への影響を十分に考慮した上で行う必要があります。 

このようなことから、それぞれの施設の状況を整理し、水道事業会計への

負担を可能な限り抑えた施設処分の基本的な考え方を定めることを目的とし

て、本方針を策定することとしました。 

 

２ 方針の位置づけ 

この方針は、石狩市水道事業中期経営計画（平成 25 年度から平成 28 年度）

（以下中期経営計画という。）に事業計画として位置付けられている「水源変

更に伴う廃止施設の処分」について、具体の方針を定めるものです。 

水道事業会計の収支に与える影響などから、現計画期間内で全ての施設の

処分を位置づけることは難しいことから、施設処分の優先度を設け、次期以

降の中期経営計画期間ごとに水道施設処分方針を位置づけ、段階的に処分を

していきます。 

  

  



Ⅱ 処分対象施設の現状 

１． 浄水場施設 

（１）花畔市街浄水場  【建設 昭和４８年】 

 
 

 

 

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

築年数が最も古く老朽化が進んでいます。住宅地に隣接しているため、長

期間現状のまま保持することは、防犯上からも好ましくないと思われます。 

また、立地条件から宅地等としての活用が可能と考えられ、土地の売却が

見込めます。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

管理棟と３つのドーム型貯水池が、それぞれ独立して設置されています。

管理棟は、老朽化が進んでいるほか建物内の狭あいな構造などから、機械設

備を撤去したとしても、他の用途で使用することは困難と思われます。 

 

＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

施設撤去後に土地売却をした場合、概算撤去費用に比べ土地の売却予定額

（土地評価額）が高いことから、ある程度の収益が見込まれます。 

花川北 6条 5丁目 

花川北つくし公園 



（２）本町八幡浄水場 【建設 昭和４９年】 

  

 

 

    

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

老朽化が進んでおり施設撤去の必要があります。一般会計に所属する土地

に立地しています。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

老朽化が進んでいるため建物の撤去が必要であり、利活用は困難です。 

 

＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

一般会計の土地に立地していることから、土地の売却予定額は見込めませ

ん。施設の概算撤去費用である約 1,000 万円程度が会計にとって損失になる

ことが見込まれます。 

 

 

 

親船町 

横町・本町方面 

道道 225 

札幌開発建設部 札幌河川事務所 

石狩川 

伯水会館 



（３）緑ヶ原浄水場  【建設 昭和５０年】 

  

 

 

    

＜施設の状況＞＜施設の状況＞＜施設の状況＞＜施設の状況＞    

屋根等の老朽化が進んでいることから、崩落などの危険性があり施設撤去

が必要な状況です。 

また、土地については、立地条件から早期の売却は困難と思われます。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

老朽化が進んでいるため建物の撤去が必要であり、利活用は困難です。 

 

＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

施設撤去後に土地の売却ができない可能性が高く、施設の概算撤去費用で

ある約 1,000 万円程度が会計にとって損失になることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

緑ヶ原 1 丁目 

緑ヶ原若草公園 



（４）花川南浄水場  【建設 昭和５２年】 

  

 

 

    

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

施設の立地状況から、防犯上や美観上の問題が考えられるため、できるだ

け早期に処分を行うことが望ましいと考えます。施設の処分を進めるにあた

り、敷地内に設置されている都市公園等、土地の取り扱いを整理する必要が

あります。 

また、敷地の大部分は、配水池等の地下構造物によりかさ上げされており、

地下構造物を撤去し更地にする場合には、多額の費用が発生します。 

立地場所は、花川南 3 丁目通りに面しているため、浄水場以外の用途で活

用できる可能性があります。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

浄水場本体は、耐震基準を満たしていますが、一部に耐震基準を満たさな

い箇所があります。また、内部は細かい区画で不均等に分割され、同じ階で

あっても段差や深く掘り込まれた空間があるなど、機械設備を撤去しても他

の用途で活用する場合は、大規模な改修が必要と思われます。 

 

 

防風保安林 

南３丁目通り 

花川南 4 条 3 丁目 



＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

施設の処分については、建物の利活用を前提として現状のまま売却する方

法や、建物の利活用が見込めない場合は、建物の撤去を行って土地を売却す

る方法等、幾つかの方法が考えられますが、土地の取り扱いについての整理

を行わなければ、売却面積や売却額を見込むことができないため、現時点で

会計への影響について算出することは困難です。 

また、施設を賃貸する場合については、建物内設備の撤去や改修が必要と

考えられるほか、建物の維持管理も必要となり、これらの費用が多額になる

場合は、長期的にみても会計に負担が生じる可能性が高いと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）新港南浄水場  【建設 昭和５４年】 

  

 

 

    

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

老朽化が進行しており施設撤去の必要があります。新港地域に立地してい

ますが、敷地面積が狭いため隣地の所有者以外への土地売却は困難と思われ

ます。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

老朽化が進んでいるため建物の撤去が必要であり、利活用は困難です。 

 

＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

施設撤去後に土地の売却ができなかったと想定すると、施設の概算撤去費

用である約 2,000 万円程度が会計にとって損失になることが見込まれます。 

 

 

 

 

厚田方面 新港南 1 丁目 

YKK AP 北海道工場 

国道 231 

花川北方面 



（６）緑苑台浄水場 【建設 平成５年】 

  

 

    

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

廃止となった浄水場のうち最も建築年数が新しいため、当面施設撤去の必

要はありません。 

立地場所は、札幌市北区屯田、新琴似方面に通じる新琴似通の末端に位置

しており、大規模商業施設が近接していることから、石狩市民のほか札幌市

民も往来する場所となっています。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

目を引く外観であることに加えて、建物内部は、機械設備を撤去すれば、

フロアに若干の段差がありますが、天井の高い広い空間を確保できます。ま

た、適度な広さで区画された部屋もあり、浄水場以外の用途で活用できる可

能性があります。 

 

    ＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

建物と土地の賃貸及び売却が考えられます。賃貸する場合は、機械設備の

撤去に要する費用がさほどかからないと思われることから、長期的にみれば

会計にプラスの影響があると思われます。また、土地と建物を売却するとし

緑苑台西 1 条 3 丁目 

緑苑台パークゴルフ場緑苑台パークゴルフ場緑苑台パークゴルフ場緑苑台パークゴルフ場    

北区屯田・新琴似方面（新琴似通北区屯田・新琴似方面（新琴似通北区屯田・新琴似方面（新琴似通北区屯田・新琴似方面（新琴似通） 

イオンスーパーセンタイオンスーパーセンタイオンスーパーセンタイオンスーパーセンターーーー    



た場合は、ある程度の売却収益が見込めると考えられます。 

 

 

（７）花畔農住浄水場 【建設年不詳（昭和５８年移管）】 

  

 

    

    

＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞＜施設の現状＞    

昭和５０年に花畔農住組合から移管された浄水場で、長期間使用していま

せん。木造モルタル構造で、屋根はトタン造りになっています。老朽化の状

況から施設の撤去が必要です。 

 

＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞＜建物の利活用について＞    

老朽化が進んでおり建物の撤去が必要であり、利活用は困難です。 

 

＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞＜会計への影響＞    

施設撤去後に土地の売却ができない可能性が高く、施設の概算撤去費用で

ある約 400 万円程度が会計にとって損失になることが見込まれます。 

花畔 4 条 1 丁目 

防風 

保安林 

はまなす医院 



（８）浄水場施設一覧 

昭和48年 花川北6条5丁目12 2,022㎡ 約30,000千円

・住宅街の中に位置し

ている

・宅地として土地売却

が可能な立地場所

（浄水場）木造モルタル

（配水池）鉄容器外側ブロック

（屋根）木造トタン

(その他）今後冬期積雪で倒壊の

可能性も考えられる

昭和49年 親船町75-2
一般会計所有

約10,000千円

・土地は一般会計が所

有している

（浄水場）ブロック構造

（配水池）地下、ＲＣ構造

（屋根）木造トタン

(その他）今後冬期積雪で倒壊の

可能性も考えられる

昭和50年 緑ヶ原144、154番地 983㎡ 約10,000千円

・市公園用地に隣接し

ている

・立地場所から土地売

却は難しい

（浄水場）木造モルタル

（配水池）地下、ＲＣ構造

（屋根）木造トタン

(その他）今後冬期積雪で倒壊の

可能性も考えられる

昭和52年 花川南4条3丁目1 2,831㎡

施設利活用の可能

性あり未掲載

・花川南3丁目通りに面

している

・有効利用可能な立地

場所

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の恐

れはない

・一部を除いて耐震基準を満たし

ている

・施設利活用の場合、施設改修

の必要性が見込まれる

・解体する場合は、多額の費用

が見込まれる

昭和54年 新港南１丁目41-6 550㎡ 約20,000千円

・工場施設に近接して

いる

・敷地面積が狭く土地

の売却は難しい

（浄水場）木造モルタル

（配水池）地下、ＲＣ構造

（屋根）木造トタン

（その他）今後冬期積雪で倒壊の

可能性も考えられる

平成5年 緑苑台西1条3丁目1 2,084㎡

施設利活用の可能

性あり未掲載

・商業施設に近接して

いる

・有効活用可能な立地

場所

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の恐

れはない

・耐震基準を満たしている

不　詳

（昭和５０

年移管）

花畔101番地38 723㎡ 約4,000千円

・農地に隣接している

・立地場所から土地の

売却は難しい

（浄水場）木造モルタル

（配水池）地下、ＲＣ構造

（屋根）木造トタン

(その他）今後冬期積雪で倒壊の

可能性も考えられる

立地状況立地状況立地状況立地状況 施設の構造等施設の構造等施設の構造等施設の構造等施設名施設名施設名施設名 建設年建設年建設年建設年 所在地所在地所在地所在地 敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積

概算撤去費用概算撤去費用概算撤去費用概算撤去費用

（税抜額）

緑苑台浄水場

花畔農住浄水場

花畔市街浄水場

緑ｹ原浄水場

花川南浄水場

新港南浄水場

本町八幡浄水場

 



２．井戸施設 

廃止した井戸施設は、全部で２１箇所あります。 

このうち借地に設置していた４箇所（藤女子大学敷地内７号井、石狩開発

㈱所有地<新港地域内>11 号井・12 号井・14号井）については、平成２５年度

に施設撤去を行い、土地の返還を完了しているほか、16 号井は、平成２６年

度に隣接する土地の所有者へ売却をしています。 

また、災害時用として４箇所（花川南彩林公園内 3 号井、花川南コミュニ

ティセンター内 6 号井、花川北配水場内 8 号井、新港地域内 13 号井）及び現

在使用されている公共施設内に設置されている２箇所（りんくる内 9 号井、

緑苑台グリーン会館内 18 号井）については、当面現状のまま残置します。 

これらの井戸施設を除いた残り１０箇所については、今後施設の撤去等処

分を進めていく必要があります。なお、花川南浄水場内の 2 号井、花畔市街

浄水場内の 10 号井、緑苑台浄水場内の 17 号井については、浄水場施設の撤

去や建物利用の状況に合わせて、撤去等を行います。 

 

＜処分対象の井戸施設＞ ※廃止した浄水場内の井戸を除く 

1 号井                    4 号井 

  

 

5 号井                    15 号井 

  

 



 

20 号井                   旧 21 号井 

  

 

 

21 号井                   

 

 

＜各施設の現状＞ 

対象となる建物は、小さく鉄筋コンクリート構造となっています。現時点

で倒壊等の恐れはありません。廃止井戸は、住宅地に隣接していることもあ

り、施設の撤去後に宅地等として売却可能と思われる土地があります。 

 

＜建物の利活用について＞ 

別の用途で活用することは出来ないため、建物の撤去が必要です。 

 

 ＜会計への影響＞ 

井戸施設の撤去費用は、１００万円から２００万円程度を見込んでいます。

撤去後の土地について、宅地等として売却できた場合、面積が比較的大きい

土地については、会計にプラスの影響があると思われます。 

 



 

処分対象井戸施設一覧表処分対象井戸施設一覧表処分対象井戸施設一覧表処分対象井戸施設一覧表    

昭和60年 花川南5条4丁目1-2 301㎡ 約2,000千円

・５条通りに面している

・敷地面積が広く、宅地とし

て売却できる可能性が高

い

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

・敷地内に井戸が2本あり

昭和60年 花川南1条1丁目73 99㎡ 約1,000千円

・敷地面積や形状（三角

地）から宅地としての売却

は難しい

・周辺は住宅が近接してい

る

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

・外観（美観）が良いとは言え

ない

昭和52年 花川南9条3丁目235 184㎡ 約1,000千円

・敷地面積が広く、宅地とし

て売却できる可能性高い

・周辺は住宅が近接してい

る

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

平成4年 樽川7条1丁目602 49㎡ 約1,000千円

・敷地面積が狭く宅地とし

ての売却は難しい

・周辺は住宅が近接してい

る

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

平成10年 緑ヶ原1丁目292 18㎡ 約1,000千円

・敷地面積が狭く宅地とし

ての売却は難しい

・周辺は住宅が近接してい

る

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

昭和60年 緑ヶ原1丁目35 7㎡ 約1,000千円

・敷地面積が狭く宅地とし

ての売却は難しい

・周辺は住宅が近接してい

る

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

昭和60年 緑ヶ原1丁目175 7㎡ 約1,000千円 ・公園用地に隣接している

・ＲＣ構造であり当面倒壊等の

恐れはない

※浄水場の処分方法に合わせ検討する

※浄水場取壊し時に撤去する

※浄水場の処分方法に合わせ検討する

立地状況立地状況立地状況立地状況 施設の構造等施設の構造等施設の構造等施設の構造等施設名施設名施設名施設名 建設年建設年建設年建設年 所在地所在地所在地所在地 敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積

概算撤去費用概算撤去費用概算撤去費用概算撤去費用

(税抜額）

(花川南浄水場内）

(花畔市街浄水場内）

(緑苑台浄水場内）

1号井

５号井

１５号井

１７号井

２０号井

旧２１号井

２号井

１０号井

４号井

２１号井

 



 

Ⅲ 施設処分の方針 

１ 施設処分優先度の決定 

廃止した浄水場と井戸について、老朽化の度合いによる施設撤去の必要性

や土地売却の見込みのほか、水道事業会計に与える影響を考慮して処分の優

先度を整理しました。 

 

【浄水場施設の処分優先度】　【浄水場施設の処分優先度】　【浄水場施設の処分優先度】　【浄水場施設の処分優先度】　

高 ◎ ◎ ＋

高 ◎ △ －

高 ○ ◎ －

高 △ ◎ ＋

中 ○ △ －

中 ◎ × －

中 ○ △ －

施設名

土地の売却を見込める

築年度の古さ

（老朽化の状況）

花畔市街

緑ｹ原

花川南

新港南

本町八幡

花畔農住浄水場

緑苑台

会計に与える影響

　　　処　分　の　優　先　度

    

    

【井戸施設の処分優先度】【井戸施設の処分優先度】【井戸施設の処分優先度】【井戸施設の処分優先度】

理　　由

高 ◎
面積が広い/花川南5条 ＋

高 ◎
面積が広い/花川南9条 ＋

低 ○
面積狭い/花川南１条 －

低 ○
面積狭い/樽川７条 －

低 △
面積狭い/緑ヶ原１丁目 －

低 △
面積狭い/緑ヶ原１丁目 －

低
△ 面積狭い/緑ヶ原１丁目 －

４号井

１５号井

２０号井

２１号井

旧２１号井

花川南浄水場内（浄水場の処分方法に合わせ検討する）

花畔市街浄水場内（浄水場取壊し時に撤去する）

緑苑台浄水場内（浄水場の処分方法に合わせ検討する）

２号井

１０号井

１７号井

1号井

５号井

会計に与える影響

施設名

　　　処　分　の　優　先　度

土地の売却を見込める

 

 



 

２ 現中期経営計画期間で対象とする施設 

現中期経営計画期間では、施設処分の優先度が高い「花畔市街浄水場」、「緑

ヶ原浄水場」、「花川南浄水場」、「緑苑台浄水場」、「１号井」、「５号井」を対

象施設とします。なお、施設の処分等は水道会計への影響を十分考慮しなが

ら取り進めます。 

その他の施設については、次期以降の中期経営計画において対象施設の選

考を行い、位置づけを行います。 

 

（１） 花畔市街浄水場 

市街地に立地しており売却が可能と考えられることから、施設現状渡

しの売却に着手します。 

 

（２） 緑ヶ原浄水場 

老朽化が進んでいることから、施設の撤去時期及び方法について検討

を行います。 

 

（３） 花川南浄水場 

水道事業会計への負担を考慮しながら、土地の取り扱いや施設利活用

の可能性について検討を行います。 

 

（４） 緑苑台浄水場 

土地建物の賃貸または施設の売却について検討を行います。 

 

（５） １号井 

敷地面積が比較的広く、５条通りに面していることから土地の売却が

可能と考えられるため施設の撤去と土地売却に着手します。 

 

（６） ５号井 

敷地面積から、宅地として土地の売却が可能と考えられるため、施設



の撤去と土地売却に着手します。

３ 施設処分のスケジュール

 

 

の撤去と土地売却に着手します。 

施設処分のスケジュール 

 


