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第６章 広域処理の効果 

６.１ 広域処理の効果検証の意義 

広域処理すべきか否かを検討する際には、環境性、経済性、災害等に対する強靭性など

の観点を踏まえ、総合的に判断する必要があります。ここでは、これら３つの観点で、①

広域処理する場合、②各市町が個別にごみ処理を行う場合の比較・評価を行い、広域処理

による効果を検証します。 

 

６.２ 各検討に共通する前提条件 

（１）処理施設 

処理施設に関する各検討に共通する前提条件は、表 6-1 に示すとおりです。 

処理方法や設備構成には様々な選択肢がありますが、ここでは広域処理の効果を定量化

することが目的であるため、広域・個別処理いずれの場合も、これまでの整理も踏まえ、

粗大ごみ処理施設を併設した焼却施設を設置するものと仮定します。 

また、処理施設の設置場所は、個別処理の場合は各市町の既存施設付近に設置するもの

とし、広域処理の場合は各市町の既存施設付近に設置する複数パターンを検討します。 

 

表 6-1 処理施設に関する各検討に共通する前提条件 

 広域処理 個別処理 1 

施設数 ２施設 ６施設 

施設規模 ①新施設 
210ｔ/日（105ｔ/24ｈ×2 炉） 

②松山市西クリーンセンター 
 420ｔ/日（140ｔ/24ｈ×３炉） 

①松山市新施設 
 80ｔ/日（40ｔ/24ｈ×２炉） 
②伊予地区（伊予市、松前町）新施設 
 76ｔ/日（38ｔ/24ｈ×２炉） 
③東温市新施設 
 30ｔ/日（15ｔ/16ｈ×２炉） 
④砥部町新施設 
 17ｔ/日（17ｔ/16ｈ×1 炉） 
⑤久万高原町新施設 
 7ｔ/日（7ｔ/8ｈ×1 炉） 
⑥松山市西クリーンセンター 
 420ｔ/日（140ｔ/24ｈ×３炉） 

施設配置 ①新施設：A～E の各パターンを想定 
A：松山市南クリーンセンター付近 
B：伊予地区清掃センター付近 
C：東温市リサイクルセンター付近 
D：砥部町美化センター付近 
E：久万高原町環境衛生センター付近 

①松山市南クリーンセンター付近 
②伊予地区清掃センター付近 
③東温市リサイクルセンター付近 
④砥部町美化センター付近 
⑤久万高原町環境衛生センター付近 
⑥松山市大可賀（稼働中） 

処理機能 焼却施設 
➢ 灰溶融無し、ボイラ発電、ダイオキ

シン類排出基準は法規制値 

①～⑤：焼却施設 
➢ 灰溶融無し、水噴射 2、ダイオキシン

類排出基準は法規制値 

  

 
1 各市町の新施設の規模は、各市町の令和 14 年度のごみ排出量の予測値を基に、第５章

で示す手順に従って算定した。  
2 焼却炉にて発生した燃焼排ガスを冷却水の噴霧により冷却減温する方式。燃焼排ガス

の冷却手段としてボイラを用いるボイラ式焼却施設と異なり、発電は行われない。  
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（２）収集運搬 

広域処理の場合には、域内で収集等したごみを各市町の中継施設で集約した上で、広域

処理施設まで運搬するものと仮定し、中継施設は、各市町の既存施設付近に設置するもの

とします。 

広域処理と個別処理を比較するに当たっては、両者間で差異のない工程を省略し、差分

に当たる「中継施設から広域処理施設までの運搬」に係る温室効果ガス排出量、事業費等

について評価するものとします。各市町の中継施設から広域処理施設までの往復輸送距離

は、表 6-2 に示すとおりです。 

 

 

図 6-1 広域処理と個別処理の運搬距離に係る差分の概念 

 

 

表 6-2 中継施設から広域処理施設までの往復運搬距離（単位：km） 

運搬先 

運搬元 

広域処理施設 

松山市 伊予市・松前町 東温市 砥部町 久万高原町 

中
継
施
設 

松山市南クリーンセンター  31.6 44.4 17.8 64.6 

伊予地区清掃センター 31.6  65.8 35.2 82.0 

東温市リサイクルセンター 44.4 65.8  39.6 83.0 

砥部町美化センター 17.8 35.2 39.6  56.0 

久万高原町環境衛生センター 64.6 82.0 83.0 56.0  

  

想定排出源中心

各市町中継施設
（各市町処理施設と同じ場所）

広域処理施設

広域処理と個別処理の運搬距離に係る差分

個別処理の場合の運搬ルート 広域処理の場合の運搬ルート市町境界
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６.３ 広域処理の効果の検証 

（１）環境性の比較 

処理工程で発生するダイオキシン類、運搬から処理までの一連の過程で発生する温室効

果ガスについて比較します。 

なお、広域処理と個別処理の差分を検証するため、新施設の稼働開始後も運転を続ける

松山市西クリーンセンターに係る計算は省略します。 

 

① ダイオキシン類 

(ア)前提条件 

 ダイオキシン類の排出量は、焼却施設の排ガス量に、排ガス中のダイオキシン類の

濃度を乗じて算出します。 

 排ガス量については、他都市事例を参考に各施設の規模に応じた排ガス量を推計し、

排ガス中のダイオキシン類の濃度については、表 6-3 に示すダイオキシン類対策特別

措置法（平成 11 年７月 16 日法律第 105 号）に定める基準値を採用します。 

なお、基準値を遵守している限り、人の健康に影響を及ぼすことはありません。 

  

表 6-3 ダイオキシン類対策特別措置法に定める基準値と本検討への適用  

焼却能力 
基準値 

[ng-TEQ／ｍ3] 

本検討への適用 

広域処理 個別処理 

４ｔ/ｈ以上 0.1 〇 - 

２ｔ/ｈ以上４ｔ/ｈ未満 １ - - 

２ｔ/ｈ未満 ５ - 〇（５施設全て） 

 

(イ)試算結果 

 試算結果は、図 6-2 に示すとおりです。 

 ダイオキシン類の年間排出量は、広域処理の方が大幅に少ない結果となりました。 

  

 

図 6-2 ダイオキシン類排出量の試算結果  

0.03

4.31

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

広域処理 個別処理

（g-TEQ／年）



6-4 

② 温室効果ガス 

(ア)前提条件 

 ごみ処理事業で発生する温室効果ガスには、収集運搬に伴うもの、ごみ処理施設の

燃料及び電気の使用に伴うもの、ごみの焼却に伴うものなどがあります。 

 このうち、ごみの焼却に伴って生じる温室効果ガスは、廃プラスチック類の焼却に

より生じる二酸化炭素（以下「CO2」といいます。）と、廃プラスチック類を含む全ての

ごみの焼却により生じるメタン（CH4）及び一酸化二窒素（N2O）の合計値により評価す

ることとされていますが、「廃プラスチック類の焼却により生じる CO2」は、広域処理、

個別処理の場合で数値に差異が生じないため、検討から除外するものとします。 

 なお、ごみ処理施設の燃料及び電気の使用量は、他都市事例から算出した「t/日（施

設規模）当たりの燃料使用量及び電気使用量」に、各施設の規模を乗じて得た値を採

用します。 

 

(イ)試算結果 

 温室効果ガス排出量の試算結果は、図 6-3 に示すとおりです。 

 個別処理の場合には、処理施設の規模が小さくなるため、発電設備の設置を想定し

ていません。一方で、広域処理の場合には、一定のごみ量が確保できるため、発電設

備の設置による温室効果ガスの削減効果が得られるため、全体として負数となり、温

室効果ガス排出量は、施設の設置場所にかかわらず、広域処理の方が少ない結果とな

りました。その中でも、松山市南クリーンセンター付近に処理施設を設置する場合の

温室効果ガス排出量が最も少ない結果となりました。 

 

 

図 6-3 温室効果ガス排出量の試算結果 
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（２）経済性の比較 

収集運搬に係る事業費、ごみ処理施設の建設・運営に係る事業費について比較します。 

なお、広域処理と個別処理の差分を検証するため、広域処理後も継続して稼働する松山

市西クリーンセンターに係る計算は省略します。 

 

① 前提条件 

収集運搬に係る経費については、前述のとおり、広域処理と個別処理の差分に当た

る「中継施設から広域処理施設までの運搬」に係る事業費を算出します。中継施設か

ら広域処理施設までの運搬は、４ｔ車で行うものと仮定します。 

ごみ処理施設の建設・運営に係る事業費については、他都市の実績を参考に算出し

ます。 

 

② 試算結果 

収集運搬に係る事業費、ごみ処理施設の建設・運営に係る事業費の試算結果は、図

6-4 に示すとおりです。 

事業費の総額は、施設の設置場所にかかわらず、広域処理の方が少ない結果となり

ました。その中でも、松山市南クリーンセンター付近に広域処理施設を設置する場合

の事業費が最も少ない結果となりました。 

なお、今回の試算は、事業費の大小を比較するものであるため、財源については考

慮していません。一般的にごみ処理施設を建設する場合には、循環型社会形成推進交

付金等の国の交付金制度が活用されますが、個別処理の場合に想定される小規模施設

にあっては、交付要件であるエネルギー回収率等が所定の基準を満たさない可能性が

高くなります。そのため、各市町の実負担額の総額で比較した場合には、循環交付金

の活用が見込める広域処理の方がさらに有利になると考えられます。 

 

 
図 6-4 事業費の試算結果 
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（３）災害等に対する強靭性の比較 

廃棄物処理施設整備計画では、「地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水

害等によって稼働不能とならないよう、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、

廃棄物処理システムとしての強靭性を確保する。これにより、地域の防災拠点として、

特に焼却施設については、大規模災害時にも稼働を確保することにより、自立分散型の

電力供給や熱供給等の役割も期待できる」と述べられています。 

広域処理の場合には、整備する施設数が削減され、施設やシステムの強靭化に対する

投資を重点化できるため、個別処理の場合と比較して、より強靭性の高い施設が設置さ

れることが期待できます。 

また、個別処理の場合には設置が難しい発電設備も、一定のごみ処理量を確保できる

広域処理の場合には問題なく設置することができるため、災害時の防災拠点としても、

より高い機能を発揮することが期待できます。 

以上のことから、災害等に対する強靭性の観点では、広域処理の方が優位であると考

えられます。 
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（４）比較結果の整理 

環境性、経済性、強靭性の比較結果は、表 6-4 に示すとおりです。 

いずれの観点でも、広域処理の方が優位であるとの結果となりました。松山ブロック

では、広域処理を行うことが望ましいと言えます。 

 

表 6-4 広域処理と個別処理の比較（まとめ） 

 広域処理 個別処理 

環

境

性 

ダイオキシン類排出量 

[g-TEQ／年] 

0.03 4.31 

広域処理の方が優位 

温室効果ガス排出量3 

[t-CO2／年] 

A: -4,310 

B: -4,192 

C: -3,926 

D: -4,212 

E: -3,595 

4,174 

広域処理の方が優位 

経

済

性 

収集運搬に係る事業費 

[億円] 

A:32 

B:45 

C:70 

D:45 

E:98 

0 

個別処理の方が優位 

中間処理に係る事業費 

[億円] 

425 553 

広域処理の方が優位 

事業費総額 

[億円] 

A:457 

B:470 

C:495 

D:470 

E:522 

553 

広域処理の方が優位 

災害等に対する強靭性 

強靭化に対する投資の重点

化、ごみ発電による防災拠

点としての機能 

小規模であるためごみ発電

は困難 

広域処理の方が優位 

総評 

収集運搬に係る事業費は、個別処理の方が優位となりま

したが、事業費総額で見ると広域処理の方が優位とな

り、環境性、経済性、強靭性のいずれの観点でも、広域

処理の方が優位となりました。 

また、温室効果ガス排出量と収集運搬に係る事業費及

び事業費総額は、松山市南クリーンセンター付近に新施

設を設置する場合が最も優位となりました。 

 

 
3 「広域処理」の A～E は、表 6-1 に示す施設配置に対応します。  


