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第８章  振動  

 

１．振動の現況                                

振動は、その発生源が生産工場、建築・土木工事、交通機関等が主体となっており、騒音

と同様に感覚的かつ心理的な要素が加わり、不快感や気分がイライラする等の被害を与えま

す。また、振動が大きかったり、発生源が近接している場合は、壁、タイル等のひび割れ、

屋根瓦のずれ等の物的被害が生じます。 

本市の公害苦情の中では、振動に関するものは少なくなっています。 

 

２．振動の防止対策 

（１）法による規制 

「振動規制法」では、振動を防止することにより住民の生活環境を保全すべき地域を知事

が指定し（法第３条第１項）、この地域内において、工場・事業場における事業活動並びに

建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路

交通振動に係る要請の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護

に資することとしています。 

本市の規制区域等は、平成２４年４月１日に鳥取県から本市に権限が委譲され、平成２４

年３月３０日付境港市告示第３０号により定められています。この中では、本市の区域のう

ち工業専用区域と農用地区域などを除く地域について、基準が定められています。 

 

ア．工場・事業場振動 

工場・事業場振動について規制の対象となるのは、指定地域内において特定施設（表８－

１）を設置している工場及び事業場（以下「特定工場等」という。）です。 

特定工場の振動については、第１種区域と第２種区域ごとに規制基準が定められています

（図８－１）。 

また、特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、市長は、規制基準に適合しないことに

より周辺の生活環境が損なわれると認める場合に、計画変更勧告や改善指導等を行うことができます。
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図８－１ 振動規制地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区域
昼間

（８時～１９時）
夜間

（１９時～８時）
区域 規制基準(作業可能時間）

第２号区域 ７５デシベル（６時～２２時）
（注）基準値は特定工場等において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさ

特定工場等において発生する振動について
規制する区域

特定建設作業等に伴って発生する振動につい
て規制する区域

区分

第２種区域 ６５デシベル ６０デシベル

７５デシベル（７時～１９時）第１号区域
６０デシベル ５５デシベル第１種区域
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表８－１  

振動規制法第２条第１項の政令で定める特定施設一覧及び境港市内の届出数（平成２８年３月現在） 

備考 届出数
金属加工機械

○液圧プレス 矯正プレスを除く
○機械プレス 全て
○せん断機 原動機の定格出力が1kw以上
○鍛造機 全て
○ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5kw以上

圧縮機 原動機の定格出力が7.5kw以上 7
原動機の定格出力が7.5kw以上 0

織機 原動機を用いるもの 0
建設用資材製造機械

○コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95kw以上
○コンクリート管製造機械
○コンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計が10kw以上

木材加工機械
○ドラムバーカー 全て
○チッパー 原動機の定格出力が2.2kw以上

印刷機械 原動機の定格出力が2.2kw以上 11
カレンダーロール機以外
原動機の定格出力が30kw以上

0

合成樹脂用射出成型機 全て 0
鋳型造型機 ジョルト式のもの 0

33

17

計

届出工場・事業場数

特定施設

14

破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

0

1

ロール機（ゴム練用・合成樹脂練用）

 
 

イ．建設作業振動 

建設作業振動について規制の対象となるのは、指定地域内において建設工事を施工する場

合に、特定建設作業（表８－２）を伴う作業です。 

特定建設作業の振動については、第１号区域と第２号区域ごとに規制基準が定められてい

ます（図８－１）。 

また、特定建設作業には、届出義務（法第１４条）が課せられており、市長は、特定建設

作業に伴い発生する振動が一定の基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損

なわれると認める場合においては、必要な勧告・指導等を行うことができます。 

 

表８－２ 

振動規制法第２条第３項の政令で定める特定建設作業一覧及び境港市内の届出数（平成２７年度中） 

備考 届出数

くい打ち機 もんけん及び圧入式を除く 0
くい抜機 油圧式を除く 0
くい打ちくい抜機 圧入式を除く 0

全て 0

0

0

0

作業地点が連続的に移動する作業におい
て、１日における当該作業に係る２地点間
の最大距離が５０ｍを超えない作業に限るブレーカーを使用する作業（手持ち式を除く）

計

特定建設作業

くい打ち機等を使用する作業

鋼球を使用して建設物等を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業
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表８－３ 特定建設作業に伴って発生する振動についての規制基準 

規制種別 区域の区分 規制内容 適用除外

基準値（敷地境界線） １号及び２号 ７５デシベル

１号 午前７時～午後７時

２号 午前６時～午後１０時

１号 １日１０時間

２号 １日１４時間

作業期間 １号及び２号 連続６日以内 災害等の事態、人の生命等の危険防止

作業日 １号及び２号
日曜日、その他の休日
を除く

災害等の事態、人の生命等の危険防
止、鉄道軌道の正常運行、道路法及び
道交法の占用及び許可の夜間指定

作業可能時間

１日あたりの作業時間

災害等の事態、人の生命等の危険防
止、鉄道軌道の正常運行、道路法及び
道交法の占用及び許可の夜間指定

１日で完了する作業、災害等の事態、
人の生命等の危険防止

 

ウ．道路交通振動 

「振動規制法」では、指定地域内の道路交通振動について、その測定レベルが表８－４の

限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、市長は、道路管理者に

対し、道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を要請し、又は鳥取県公安委

員会に対して「道路交通法」の規定による措置をとるべきことを要請することができます。 

 

表８－４ 振動規制法に基づく指定地域内における道路交通振動の限度 

区  分 
昼 間 

（午前８時～午後７時） 

夜 間 

(午後７時～翌日の午前８時) 

第１種区域 ６５ デシベル ６０ デシベル 

第２種区域 ７０ デシベル ６５ デシベル 

（注）区域は、図８－１を参照
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第９章  悪臭  
 

１．悪臭の現況                                

悪臭とは、人間の嗅覚に直接作用して不快感を与えるものであり、その原因物質は数十万

種類にものぼるとされています。 

本市には、水産加工場が多く、化製場、堆肥製造工場等もあったため、悪臭及び臭気に関

する苦情は、公害苦情のなかでも大きな割合を占めていました。 

区画整理事業に伴い、化製場、堆肥製造工場等が廃業したことなどから、苦情は減少傾向

となっていましたが、近年は、養鶏場や畑の堆肥の悪臭苦情が目立つようになっています。 

                    

２．悪臭防止対策 

（１）法による規制 

「悪臭防止法」は、工場・その他の事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物

質の排出規制を行い、悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康

の保護に資することを目的として、昭和４６年６月１日に公布され、昭和４７年５月３１日

に施行されました。 

「悪臭防止法」では、規制地域内の事業場に、規制基準の遵守義務（法第７条）が課せら

れています。規制地域の指定・規制基準の設定は、知事が行い、規制基準に適合しないこと

により住民の生活環境が損なわれていると認められるときは、市長が改善勧告や改善命令

（法第８条）を行うことができます。さらに、悪臭が生ずる物の焼却の禁止（法第１５条）、

水路等における悪臭の防止（法第１６条）を規定しています。 

平成７年４月２１日付をもって、「悪臭防止法の一部を改正する法律」（平成７年法律第７

１号）が公布され、平成８年４月１日から施行されることとなりました。これに伴い、「悪

臭防止法施行令」、「施行規則の一部を改正する政令」、「総理府令」等が公布され、同じく平

成８年４月１日から施行されることとなりました。 

この改正の主な内容は、悪臭の原因となる特定悪臭物質の排出濃度に着目した従来の規制

方法（物質濃度規制）に加えて、人間の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法（嗅覚測定法）に

よる規制方式を導入したこと、並びに国民の日常生活における悪臭苦情の増加という近年の

状況に対応して、国、地方公共団体及び国民の責務を規定したことです。 

   

ア．規制物質 

当初、規制物質は５物質（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、ト

リメチルアミン）でしたが、昭和５１年には３物質（二硫化メチル、アセトアルデヒド及び

スチレン）が、平成元年度には４物質（プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及び

イソ吉草酸）が、さらに平成５年度には１０物質（プロピオンアルデヒド、ノルマルブチル

アルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、

イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレン）が追加さ

れ、現在２２物質が指定されています。



第９章 悪臭 

 - 45 - 

 イ．排出水中における規制 

平成６年４月２１日付をもってメチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メ

チル（硫黄系４物質）について排出水中における規制基準の設定方法が定められ、併せて、

工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水に含まれるものの排出水中における濃

度の測定方法が定められました（平成７年４月１日施行）。 

 

 ウ．本市における悪臭規制 

○昭和４８年１０月１２日付鳥取県告示第７６７号 

５物質について、市街化区域を中心とした地域を対象に、臭気強度３.５の規制が適用

される。 

 

○昭和５６年３月２４日付鳥取県告示第２８５号 

３物質について、臭気強度２.５の規制基準が追加される。 

 

○平成５年３月２６日付鳥取県告示第３０７号 

脂肪酸系の４物質について、臭気強度２.５の規制基準が追加され、規制地域も拡大さ

れる。 

 

○平成９年３月２５日付鳥取県告示第２１７号 

１０物質が追加されるとともに、排出水中における４物質で規制基準の設定が行われ、

平成９年４月１日から施行される。 

 

〇本市の規制区域等は、平成２４年４月１日に鳥取県から本市に権限が委譲され、平成２

４年３月３０日付境港市告示第３２号により定められています。 

 

（図９－１、表９－１、表９－２参照） 
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図９－１ 悪臭規制地域図 

 

    規制区域 
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 表９－１ 悪臭規制物質の規制基準（境港市適用値） 

特定悪臭物質の種類 臭気強度 基準値(ppm) においの特徴 

アンモニア 

３.５ 

  ５ し尿のようなにおい 

メチルメルカプタン   ０.０１ 腐った玉ねぎのようなにおい 

硫化水素   ０.２ 腐った卵のようなにおい 

硫化メチル   ０.２ 腐ったキャベツのようなにおい 

トリメチルアミン   ０.０７ 腐った魚のようなにおい 

二硫化メチル 

２.５ 

  ０.００９ 腐ったキャベツのようなにおい 

アセトアルデヒド   ０.０５ 刺激的な青ぐさいにおい 

スチレン   ０.４ 都市ガスのようなにおい 

プロピオン酸 

２.５ 

  ０.０３ 刺激的な酸っぱいにおい 

ノルマル酪酸   ０.００１ 汗くさいにおい 

ノルマル吉草酸   ０.０００９ むれた靴下のようなにおい 

イソ吉草酸   ０.００１ むれた靴下のようなにおい 

プロピオンアルデヒド 

２.５ 

  ０.０５ 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

ノルマルブチルアルデヒド   ０.００９ 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

イソブチルアルデヒド   ０.０２ 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

ノルマルバレルアルデヒド   ０.００９ むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 

イソバレルアルデヒド   ０.００３ むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 

イソブタノール   ０.９ 刺激的な発酵したにおい 

酢酸エチル   ３ 刺激的なシンナーのようなにおい 

メチルイソブチルケトン   １ 刺激的なシンナーのようなにおい 

トルエン １０ ガソリンのようなにおい 

キシレン   １ ガソリンのようなにおい 

 

 表９－２ 排出水中における４物質の規制（境港市適用値） 

排出水量Ｑ 

（㎥／秒） 

特定悪臭物質（mg／ℓ ） 

臭気強度３.５ 臭気強度２.５ 

メチルメルカプタン

ン 
硫化水素 硫化メチル 二硫化メチル 

Ｑ≦0.001    ０.２     １      ６     ６ 

0.001<Ｑ≦0.1    ０.０３     ０.２      １     １ 

0.1<Ｑ    ０.００７     ０.０５      ０.３     ０.３ 

 （注）悪臭防止法施行規則第４条に定める方法により算出して得た排出水中の濃度を 

許容限度とする（関係式から算出した濃度は上表のとおり） 

 

（２）鳥取県公害防止条例による規制 

「鳥取県公害防止条例」では、屋外における燃焼行為に伴い発生するばい煙、悪臭等を規

制するため、昭和６３年１０月１日から、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油、硫黄及びピッチ並

びにこれらを含む物を屋外において燃焼させることを禁止しています。 
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（３）その他 

悪臭の規制については、前述のとおり現行法では物質ごとの規制が中心に行われており、

市民から悪臭苦情のある場合や測定結果から規制基準を上回る場合等には、発生原因者に対

して施設、作業方法の改善等必要な措置によって悪臭被害を防止するよう指導に努めていま

すが、複合悪臭による臭気の問題も多く、対応の難しい面があります。 
 

 表９－３ ６段階臭気強度表示法 

臭気強度 においの程度 

０  無臭 

１  やっと感知できるにおい（検知閾値濃度） 

２  何のにおいであるかがわかる弱いにおい（認知閾値濃度） 

３  らくに感知できるにおい 

４  強いにおい 

５  強烈なにおい 

（注）においの強さを０～５の６段階で評価する方法。「悪臭防止法」での規制範囲は、臭

気強度２．５～３．５に相当する物質濃度、又は臭気指数をもとに都道府県知事が規制基準

として定めることのできる範囲とされている。

 


