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第７章  騒音   

 

１．騒音の現況                                

騒音は、各種公害のなかでも日常生活にかかわりが深く、発生源も工場騒音、建設作業騒

音、自動車騒音、その他生活騒音等多種多様です。 

騒音に関する苦情は、複雑な要因の相互作用によって生じる問題であるため、その解決に

あたっては、各種の対策を総合的に実施する必要があります。 

２．騒音の防止対策 

（１）騒音に係る環境基準 

「環境基本法」第１６条に基づく「騒音に係る環境基準」については、昭和４６年５月２

５日付閣議決定により、騒音に係る環境上の条件について、「生活環境を保全し、人の健康

の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準（以下「環境基準（平成１７年５月２

６日改正）」という。）」として定められています（表７－１、表７－２）。 

市内における「環境基準の類型をあてはめる地域」については、平成２２年１０月２９日

付鳥取県告示第２６８号により、平成２３年１月１日から下記に示すとおり施行されていま

す。また、権限移譲により平成２４年４月１日からは本市で指定を行っております。 

 

騒音に係る環境基準の類型あてはめ地域 

表７－１ 道路に面する地域以外の地域（一般地域）の環境基準  

 

昼間
（6:00～
22:00)

夜間
(22:00～
6:00)

AA

療養施設、社
会福祉施設等
が集合して設
置される地域
など特に静穏
を有する地域

５０デシ
ベル以下

４０デシ
ベル以下

A
専ら住宅の用
に供される地
域

B
主として住居
の用に供され
る地域

C

相当数の住居
と合わせて商
業、工業等の
用に供される
地域

６０デシ
ベル以下

５０デシ
ベル以下

地域の類型

時間区分・基準値

類型指定から除外

５５デシ
ベル以下

４５デシ
ベル以下

AA 該当無し
A
B
C
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表７－２ 道路に面する地域の環境基準 

地域の区分 

時間区分・基準値 

昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域

及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 
65デシベル以下 60デシベル以下 

幹線交通を担う道路に近接する空間に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下 

【備考】 

 ① これらの騒音レベルは、各基準時間帯毎の等価騒音レベル（音圧レベルのエネルギー平均）で評

価する。 

 ② 道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のことで、一律には言えないが、

環境庁（現：環境省）マニュアルによれば、概ね道路端から５０ｍの範囲をいう。 

 ③ 「車線」とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状

の車道部分をいう。 

 ④ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、高速道路、一般国道、都道府県道、市町村道の４

車線以上区間の道路で、２車線以下の道路では道路端から１５ｍの範囲、２車線を超える道路では

道路端から２０ｍの範囲をいう。 

 ⑤ 道路に面する地域の環境基準達成状況の評価は、一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等の

うちの環境基準を超過する戸数及び割合を把握（一部を実測し、これに基づいてそれ以外を推計）

して評価する。  

 

表７－３ 一般的な騒音レベル（参考） 

単位：デシベル 状況

１４０ 極度の聴力障害

１３０ 最大可聴領域

１２０ 飛行機のエンジンの近く

１１０ 自動車のクラクション

１００ 高速列車の近傍

９０ 地下鉄

８０ 交通のはげしい交差点

７０ 電話のベル（１ｍ）

６０ 会話（１ｍ）、一般の事務室

５０ 普通の事務室、静かな住宅地

４０ 静かな図書館

３０ 深夜、ラジオ・テレビ放送のスタジオ内

２０ 人のささやき

１０ 木の葉の音

　
難
聴
惹
起 会

話
了
解
の
低
下

作
業
能
率
の
低
下

　
　
　
　
　
　
　
心
理
的
反
応
（

不
快
感
）



第７章 騒音 

 - 31 - 

（２）法による規制 

「騒音規制法」では、騒音を防止することにより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）、この指定地域内にある工場・事業場における事業活動に伴う騒音（法

第２条第１項及び第２項）、建設工事に伴って発生する騒音（法第２条第３項）を規制して

います。また、自動車から発生する自動車騒音の許容限度（法第１６条）を定め、道路の周

辺の環境が著しく損なわれると認めるときは、措置要請等（法第１７条）ができることとし

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へ権限が委譲され、平成２４

年３月３０日付境港市告示第２６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騒音に対する規制基準が定められて

います。 

 

ア．工場・事業場騒音 

工場・事業場騒音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７－

４）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。 

特定工場等の騒音については、第１種から第４種の区域ごとに規制基準が定められていま

す（図７－１）。 

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を行う

ことができます。 
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 図７－１ 騒音規制地域図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼間
午前８時から
午後７時まで

朝・夕
午前６時から
午前８時まで
午後７時から
午後１０時まで

夜間
午後１０時から
翌日の午前６時

まで

第１種区域 ５０デシベル ４５デシベル ４５デシベル
第２種区域 ６０デシベル ５０デシベル ４５デシベル
第３種区域 ６５デシベル ６５デシベル ５０デシベル
第４種区域 ７０デシベル ７０デシベル ６５デシベル 第２号区域

（注）基準値は特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさ

第１号区域

特定工場等の騒音
の規制及び自動車
騒音の限度に係る

区域

特定工場等において発生する騒音の規制基準

特定建設作業の騒
音を規制する区域

区域

区分
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<参考> 

■第１種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域   

■第２種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

■第３種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の

住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

■第４種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を

悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 

 

表７－４  
騒音規制法第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月末現在）

備考 届出数

金属加工機械

○圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5kw以上

○製管機械 全て

○ベンディングマシン（ロール式） 原動機の定格出力の合計が3.75kw以上

○液圧プレス 矯正プレスを除く

○機械プレス 呼び加圧能力294kN以上

○せん断機 原動機の定格出力が3.75kw以上

○鍛造機 全て

○ワイヤーフォーミングマシン 全て

○ブラスト（タンブラスト以外） 密閉式のものを除く

○タンブラー 全て

○切断機 といしを用いるもの

空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5kw以上 42

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

○コンクリートプラント
（気ほうコンクリートプラント以外）

混練機の混練容量が0.45㎥以上

○アスファルトプラント 混練機の混練重量が200kg以上

穀物用製粉機（ロール式） 原動機の定格出力が7.5kw以上 0

木材加工機械

○ドラムバーカー

○チッパー 原動機の定格出力が2.25kw以上

○砕木機

○帯のこ盤、丸のこ盤
製材用：原動機の定格出力が15kw以上
木工用：原動機の定格出力が2.25kw以上

○かんな盤 原動機の定格出力が2.25kw以上

抄紙機 0

印刷機械 原動機を用いるもの 8

合成樹脂用射出成型機 0

鋳型造型機 ジョルト式のもの 0

66

16

5

計

届出工場・事業場数

特定施設

9

2

破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
（土石用、鉱物用）
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イ．建設作業騒音 

建設作業騒音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行する場

合に、特定建設作業（表７－５）を伴う作業です。特定建設作業の騒音については、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７－１）。 

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

伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより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・指導を行うことができます。 

   
表７－５  

騒音規制法第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（もんけんを除く） アースオーガーと併用する作業を除く 0

くい抜機 全て 0

くい打ちくい抜機（圧入式を除く） アースオーガーと併用する作業を除く 0

全て 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。

0

原動機（電動機以外）定格出力15kw以
上

0

混練機の混練容量0.45㎥以上 0

混練機の混練重量200kg以上 0

原動機定格出力80kw以上 0

原動機定格出力70kw以上 0

原動機定格出力40kw以上 0

0

特定建設作業

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業

空気圧縮機を使用する作業
（さく岩機の動力として使用する作業を除く）

くい打ち機等を
使用する作業

計

バックホウを使用する作業
（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの
として環境大臣が指定するものを除く）

トラクターショベルを使用する作業
（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの
として環境大臣が指定するものを除く）

ブルドーザーを使用する作業
（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの
として環境大臣が指定するものを除く）

コンクリートプラントを設けて行う作業
（モルタル製造のための作業を除く）

アスファルトプラントを設けて行う作業

 
 

表７－６ 特定建設作業に伴って発生する騒音についての規制 

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 ８５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
を除く日

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

 
備考 基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、１日の作業時間を１０時間（２号区域

にあっては１４時間）未満４時間以上の間において短縮することも勧告・命令できる。
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ウ．自動車騒音 

「騒音規制法」では、自動車構造の改善により自動車騒音の防止を図るため、環境大臣が

自動車騒音の大きさの許容限度を定め、これを道路運送車輛の保安基準において担保するこ

ととしています。 

指定地域内（図７－２）の自動車騒音について、その測定レベルが表７－７の基準（要請

限度基準）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、鳥取県

公安委員会に対して「道路交通法」の規定による交通規制を要請したり、道路管理者に対し

て、道路構造の改善等の意見を述べることができます。  

平成２４年度より、市では「騒音規制法」第１８条に基づく自動車騒音の常時監視を実施

しています。平成２７年度は、蓮池町の米子空港境港停車線及び芝町の米子境港線の２地点

で道路近傍騒音レベルと背後地騒音レベルの測定を行いました。本年度の路線別評価におけ

る環境基準の達成率は、一般国道４３１号で９５．６％、米子境港線で９９．８％、境港線

他５箇線で１００％でした。 

 

 表７－７ 騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度 

区 域 の 区 分 

時間の区分・要請限度値 

（単位：デシベル） 

昼間 

(6:00～22:00) 

夜間 

(22:00～6:00) 

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 ６５ ５５ 

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 ７０ ６５ 

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域及び

ｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域 
７５ ７０ 

【幹線交通を担う道路に近接する空間の特例】 

上記３区域のうち幹線交通を担う道路（高速道路、一般国道、

都道府県道、市町村道の４車線以上区間）に近接する区域（２

車線以下の道路：敷地境界から１５ｍ、２車線を越える道路：

敷地境界から２０ｍまでの範囲） 

７５ ７０ 

○ 測定場所 

 道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物（以下「住居等」という。）が存してい

る場合には道路の敷地境界線で行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用がされ、道路から

距離を置いて住居等が存している場合には、住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点。 

○ 測定・評価方法 

連続する７日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる３日間について測定。 

等価騒音レベルにより評価し、大きさは、測定した値を時間の区分ごとに３日間の全時間を通じ

てエネルギー平均した値（デシベル）とする。 
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 図７－２ 自動車騒音規制地域図 

 
 

凡例
騒音規制法第１７条に基づく指定地域内

の自動車騒音の限度に係る区域
ａ区域
ｂ区域
ｃ区域
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（３）航空機騒音にかかる環境基準と対策 

「環境基本法」第１６条に基づく「航空機騒音に係る環境基準」については、昭和４８年

１２月２７日付環境庁告示第１５４号により、騒音にかかる環境上の条件について、「生活

環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基

準」として定められています。 

しかし、鳥取県内では、鳥取市の鳥取空港と境港市の美保飛行場（管理者：防衛省、共用

飛行場）の双方とも現在のところ、環境基準の地域の類型指定が行われていません。 

なお、美保飛行場の騒音対策については、「騒音規制法」とは別に、「防衛施設周辺の生活

環境の整備等に関する法律」に基づき、防音工事や集団移転などの施策が実施されています。 

 

（４）鳥取県公害防止条例による規制 

  ア．工場・事業場騒音 

ビル等の増加に伴い、冷暖房用のク－リングタワ－の騒音が問題となっており、これを騒

音関係特定施設（送風機の原動機の定格出力が 0.75キロワット以上のものに限る。）として、

昭和４７年４月１日から規制が実施されています。 

規制地域及び規制規準は、騒音規制法に準拠しており、平成２７年度末の境港市内の届出

状況は、１４の事業場から１９基のク－リングタワ－の設置が届けられています。 

 

  イ．深夜騒音 

深夜の静穏を保持するため、昭和４７年４月１日から全県下の工場・事業場全ての事業活

動に伴う深夜（午後１０時から翌日の午前６時まで）の騒音が規制されています。事業活動

すなわち、物の製造、加工に伴って発生する騒音のほか、例えば飲食店を営むことによって

発生する音楽放送、バンド演奏、カラオケ及び嬌声などの騒音も含めて規制を受けます。（工

業専用区域等を除く） 

規制区域及び規制基準は、図７－１及び表７－８のとおりであり、市長は規制基準に適合

しないことにより、その騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認める

ときは、当該事業活動を行うものに対し、改善勧告や改善命令を行うことが出来ます。 

 

表７－８ 鳥取県公害防止条例による深夜騒音の規制基準 

区域の区分 基準値 

 １．騒音規制法第３条第１項の規定に基づいて指定された 

     第３種区域及び知事が別に定める区域 
５０ デシベル 

 ２．騒音規制法第３条第１項の規定に基づいて指定された 

     第４種区域及び知事が別に定める区域 
６５ デシベル 

 ３．１及び２に掲げる区域以外の区域（工業専用地域、臨 

     港地区内の分区及び工業のための埋立地を除く） 
４５ デシベル 

 （注）指定区域については、図７－１参照
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ウ．拡声機騒音 

商業宣伝を目的として、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する放送

の規制を昭和６３年１０月１日から行っています。 

内容は、以下のとおりであり、市長は、規定に違反する放送に係る騒音によりその周辺

の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該放送をしている者に対し、改善勧告・改

善命令を行うことが出来ます。 

  

①商業宣伝を目的として、拡声機を使用する放送をしてはならない区域（次に掲げる施設

の敷地の周囲からおおむね５０ｍ以内の区域） 

○学校（学校教育法第１条に規定するもの） 

○保育所及び幼保連携型認定こども園（児童福祉法第７条第１項に規定するもの） 

○病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの（医療法第１条の５第１項、同条

第２項に規定するもの） 

○図書館（図書館法第２条第１項に規定するもの） 

○特別養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の５に規定するもの） 

○老人保健施設（介護保険法第８条第２５項に規定するもの） 

 

②商業宣伝を目的として、航空機から拡声機を使用する放送の制限 

○使用時間：午前８時から午後７時まで 

○音  量：地上において６５デシベル以下 

 

③その他拡声機を使用する放送の制限 

（Ⅰ）次に掲げる放送をする場合は、使用時間、音量とも音量基準１（表７－９）による。 

 ○工場、事業場、寺社、屋外スポーツ施設、学校、保育所等において構内用としてそ

の敷地内で行うもの 

 ○住民の慣習として行われる広報又は連絡に伴うもの 

 ○露天市、朝市その他地域の慣習として行われる催し物に伴うもの 

 ○飲食物の移動販売に伴うもの 

 ○屋外における音楽会、映画会等の運営のためにその会場内で行うもの 

 

表７－９ 音量基準１ 

区域 
音量（単位：デシベル） 

午前６時～午後１０時 午後１０時～翌日午前６時 

① 騒音規制法第３条

第１項の規定に基づい

て指定された地域 

第１種区域 ７０ ４５ 

第２種区域 ７０ ４５ 

第３種区域 ７０ ５０ 

第４種区域 ７０ ６５ 

② ①に掲げる区域以外の地域（工業

専用地域、臨港地区内の分区及び工業

のための埋立地を除く） 

７０ ４５ 
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（Ⅱ）（Ⅰ）に掲げる場合以外は、使用時間を午前８時から午後７時までとし、音量は、音

量基準２（表７－１０）による。ただし、移動しながら放送をする場合の音量は、７０デ

シベル以下とする。 

 

表７－１０ 音量基準２ 

区域 音量（単位：デシベル） 

① 騒音規制法第３条第

１項の規定に基づいて指

定された地域 

第１種区域 ５５ 

第２種区域 ６５ 

第３種区域 ７０ 

第４種区域 ７０ 

② ①に掲げる区域以外の地域（工業専用地域、臨港

地区内の分区及び工業のための埋立地を除く） 
７０ 

 

④拡声機使用の制限の対象とならない場合 

  ○災害時における警戒活動等に伴い放送する場合 

  ○電気、ガス又は水道の事業に関する広報活動として放送する場合 

  ○公共の輸送機関の業務に関し、駅又は発着場において放送する場合 

  ○公務員がその職務に関し、放送する場合 

  ○公職選挙法による選挙活動のための放送をする場合 

  ○祭礼、盆踊りその他地域の風俗慣習として行われる行事に伴い放送する場合 

  ○集団の整理誘導のために放送する場合 

  ○前各号に掲げる場合のほか、知事が公益上やむを得ないと認める場合

 


