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近年の騒音・振動に係る
苦情の状況

令和４年度東京都公害防止管理者研修
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１ 近年の騒音・振動に係る苦情の状況

２ 環境基準について

３ 規制基準について

３-１ 工場・事業場について

※騒音規制法、振動規制法施行令改正点

３-２ （参考資料）法・条例体系図



１ 近年の騒音・振動に係る
苦情の状況
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近年の騒音に係る苦情の状況
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都内で令和２年度に受理した騒音に係る苦情件数は4,368

件あり、令和元年度と比較すると1,760件（67％）増加し

た。

なお、全国の地方自治体が令和２年度に受理した騒音に係

る苦情件数は20,804件あり、令和元年度と比較すると

5,078件（32％）増加した。

引用資料 令和2年度騒音規制法施行状況調査(環境省)

～苦情イメージ（在宅勤務の増加）～

苦情者）自宅でリモート会議をするようになった。隣地の
工場の音が大きくて困っている。

工場責任者）普段どおり作業をしているだけなのに・・・。



都内の苦情件数の発生原因別の割合
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都内で騒音に係る苦情件数

4,368件を発生源別にみる

と、 建設作業に関するものが

2,107件（48%）、営業に関

するものが 583件

（14％）、工場・事業場に関

するものが516件（12％）

であった。
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近年の振動に係る苦情の状況
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都内で令和２年度に受理した振動に係る苦情件数は1,104件

あり、令和元年度と比較すると279件(34％)増加した。

なお、全国の地方自治体が令和２年度に受理した振動に係る

苦情件数は4,061件あり、令和元年度と比較すると882件

(28％)増加した。

引用資料 令和2年度振動規制法施行状況調査(環境省)
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都内の苦情件数の発生原因別の割合
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都内で振動に係る苦情件数

1,104件を発生源別にみる

と、建設作業に関するものが

969件（88%）、

工場・事業場に関するものが

64件（6％）であった。
1,104件



発生原因別苦情件数の推移（直近5年間）
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年度
種別 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

工場・事業場 428 388 396 469 516

建設作業 1,394 1,453 1,601 1,480 2,107

交通機関 125 95 62 86 139

営業 417 446 428 185 583

拡声機 63 87 68 79 102

家庭生活 262 235 248 264 348

その他 485 434 386 45 573

合計 3,174 3,138 3,189 2,608 4,368

年度
種別 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

工場・事業場 68 53 59 62 64

建設作業 761 727 759 716 969

交通機関 18 16 11 16 20

その他 37 45 29 36 51

合計 888 843 863 825 1,104

振動

騒音

備考 令和元年度の「その他」欄は、集計方法が異なる

騒音、振動ともに、平成

30年度以前では、年度や種

別ごとの苦情件数に大きな

変動は見られないが、令和

元年度以降、建設作業や営

業（店舗）の苦情件数は大

きく変動し、令和2年度で

は、建設作業の苦情件数が

増えている。



２ 環境基準について
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• 環境基準

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維
持されることが望ましい基準として、大気、水、
土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を
実施していくのかという目標を定めたものが環境
基準である。（環境基本法）

• 規制基準

公害等の発生源に対して、住民の健康や生活環
境等を確保するための基準。（個別の法規制）

さ環境基準と規制基準
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地域の類型
基準値

昼間(AM6-PM10) 夜間(PM10-AM6)

ＡＡ ５０ｄＢ以下 ４０ｄＢ以下

Ａ及びＢ ５５ｄＢ以下 ４５ｄＢ以下

Ｃ ６０ｄＢ以下 ５０ｄＢ以下

・ＡＡを当てはめる地域は、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要する地域
・Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域
・Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域
・Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等
の用に供される地域

〇評価手法 等価騒音レベル

さ騒音に係る環境基準（一般環境）

環境基準と地域類型の当てはめ （例示）
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• 地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値
の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる
地域は、区長が指定する。

• 「道路に面する地域」については、別の基準値
がある。

• この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建
設作業騒音には適用しないものとする。

• 測定方法

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル

一般地域編 平成27年10月 環境省」を参照

さ騒音に係る環境基準
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さ振動に係る環境基準

振動は、
環境基本法において典型７公害の一つとして
記述されているが、環境基準はない。
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３ 規制基準について
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・騒音規制法（昭和43年6月10日法律第98号）
振動規制法（昭和51年6月10日法律第64号）

さ法及び条例による騒音・振動規制

工場及び事業場における事業活動、建設工事に伴って
発生する騒音（振動）に対して必要な規制を行うととも
に、自動車騒音に係る許容限度（道路交通振動に係る要
請の措置）を定めること等により、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た法律。
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・環境確保条例（平成12年12月22日条例第215号）

（正式名称：都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）

平成12年に旧公害防止条例を改正し、従来の工場公害関
連などの規制に加えて、化学物質の適正管理、建築物の環
境負荷低減、自動車公害対策など、幅広く都民の安全な生
活環境の確保を図ることなどを主な目的とした条例。

さ法及び条例による騒音・振動規制

15



規制対象 騒音規制法 振動規制法 環境確保条例

工場・事業場等 ○ ○ ○

建設作業等 ○ ○ ○
自動車騒音／
道路交通振動 ○ ○ －

拡声機騒音 － 〇

音響機器等騒音 － ○

深夜営業等騒音 ○

その他 － ○

さ法と条例の規制

16

本
資
料
で
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略



３－１ 工場・事業場について
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この項目では、工場等を対象とした騒音・振動規制の内容
について、説明いたします。

また、騒音規制法、振動規制法の特定施設に関する施行
令について、一部改正がありましたので、あわせて説明いた
します。



工場・事業場等の規制

騒音規制法 振動規制法
環境確保条例

工場 指定作業場

認可
申請
・
届出

対象

特定施設（同
法施行令）を
設置する特定
工場等

特定施設（同
法施行令）を
設置する特定
工場等

条例別表第1に該
当

工場以外で、条例
別表第2に該当

種別 届出 届出 認可申請 届出

審査
基準

法規制基準
（法第４条に基
づく区市長の
告示）で審査

法規制基準
（法第４条に基
づく区市長の
告示）で審査

条例規制基準 別表第7 五騒音・六
振動 で審査（他にも位置の制限等
の審査基準あり）

ただし、法の特定工場等に該当する場合
は、工場認可申請の審査以外は条例の騒
音・振動基準を適用しない。

違反に対す
る措置

改善命令等
（法第12条）

改善命令等
（法第12条）

改善命令等（条例第100条、102条）
ただし、法の特定工場等に該当する場合
は、条例の基準を適用しない。（法適用）
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騒音規制法の特定施設
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１ 金属加工機械

２ 空気圧縮機（環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のも
のに限る。）及び送風機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が
7.5kW以上のものに限る。）

４ 織機（原動機を用いるものに限る。）

５ 建設用資材製造機械

６ 穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限

る。）

７ 木材加工機械

８ 抄紙機

９ 印刷機械（原動機を用いるものに限る。）

10 合成樹脂用射出成形機 11 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

※一部省略して記載

法第2条、令第1条、別表第1

令和4年12月1日に改正し、赤字部分が追記されました。
現時点では指定機器はありません。



振動規制法の特定施設 ※一部省略して記載

法の対象となる機械か否かは、日本標準商品分類で確認してください。

法第2条、令第1条、別表第1

１ 金属加工機械

２ 圧縮機（環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7.5kW以
上のものに限る。）

４ 織機（原動機を用いるものに限る。）

５ 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以上のものに限る。）並び
にコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が10kW

以上のものに限る。）

６ 木材加工機械

７ 印刷機械（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。）

８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のものでも原動機の定
格出力が30kW以上のものに限る。）

９ 合成樹脂用射出成形機 １０ 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

令和4年12月1日に改正し、赤字部分が追記されました。
現時点では指定機器はありません、令和5年4月に環境省が指定機器一覧を公表する
予定です。指定機器は、規制対象外となります。
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環境確保条例の工場・指定作業場
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１

定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作

業を常時行う工場（レディミクストコンクリートの製造は、同一工場において一年
以上に限る｡）

２
定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する物品の製造、

加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場

(1)
（1）裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
※以下（2）～（14）省略

３ 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場

(1) 金属線材（管を含む｡）の引抜き※以下（2）～（43）省略

条例別表第１ 工場

1 レディミクストコンクリート製造場（建設工事現場に設置するものを除く｡）

2 自動車駐車場（自動車等の収容能力が20台以上のものに限る｡）

3 自動車ターミナル（事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるもの
に限る｡）

4
ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド（一般高圧ガス保安
規則（昭和41年通商産業省令第53号）第2条第1項第23号に規定する設備を有す
る事業所をいう。）

※以下5～32 省略

条例別表第２ 指定作業場



区域の区分 音量の基準（ｄB）

該当地域 （一部省略） 6時 8         19        23        6

第１種区域

第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域、
田園住居地域、AA地域、
上記地域に接する地先及び水面

40 45 40 40

第２種区域

第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域、
準住居地域、第１特別地域、無指
定地域

45 50 45 45

20時

工場・事業場に係る騒音の規制基準

22
騒音規制法の規制基準について、地元区市のHP等にてご確認ください。

例示 環境確保条例 工場・指定作業場に係る騒音の規制基準

第３種区域
近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、第２特別地域、上記
地域に接する地先及び水面

55 60 55 50

第４種区域
工業地域、第３特別地域、
上記地域に接する地先及び水面 60 70 60 55



２段階以上異なる区域が接している場合の考え方

用途地域
境界

さ規制基準（特別地域に関する説明）

第２種低層
住居専用地域

準工業地域
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朝 昼 夕 夜

40 45 40 40

２段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周
囲30ｍの地域を 特別地域 と呼ぶ（このイラストでは第一特別地域）

用途地域
境界

さ規制基準（特別地域に関する説明）

第１種区域

第３種区域第２種区域

第２種低層
住居専用地域

朝 昼 夕 夜

45 50 45 45

朝 昼 夕 夜

55 60 55 50

dB

dBdB

準工業地域

23+

第1特別
地域
縞部分

３０ｍ



騒音の規制基準（基準の適用位置）

工
場

学
校

基準適用位置は、
敷地境界

【根拠条文】
環境確保条例 条例別表第7五騒音

工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線に
おける音量

（平面）
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50dB

工
場

学
校

－５ｄB減

45dB

学校の敷地境界

からおおむね50m

学
校

さ規制基準（5dB減じた値の適用）

（平面）

第２種区域（昼間8-19時）基準値50dB の場合

25

ただし書１



騒音のタイプと測定の大きさの値の評価

ｄＢ

時 間

タイプ１
平均値

ｄＢ

時 間

タイプ２ 最大値の平均値

日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による

26

タイプ2 指示値が周期的又は間欠

的に変動し、その指示値の最大
値がおおむね一定の場合は、そ
の変動ごとの指示値の最大値の
平均値

タイプ1 指示値が変動せず、又は

変動が少ない場合は、その指示
値



騒音のタイプと測定の大きさの値の評価

ｄＢ

時 間

タイプ３
90%レンジ上端値

ｄＢ

時 間

タイプ４
最大値の90%レンジ上端値

日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による

27

タイプ3 指示値が周期的又は間欠

的に変動し、は変動が少ない場合
は、その指示値

タイプ4 指示値が周期的又は間欠

的に変動し、その指示値の最大
値が一定でない場合は、その変
動ごとの指示値の最大値の90%レ
ンジの上端の数値



区域の区分 振動の大きさの基準（ｄB）

該当地域 8時 昼間 19 夜間 8

第１種区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
無指定地域（第2種区域除く）

60 55

第２種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
上記地域に接する地先及び
水面

65 60

20時

振動の規制基準

28
振動規制法の規制基準について、地元区市のHP等にてご確認ください。

例示 環境確保条例の工場、指定作業場に係る振動の規制基準



振動の規制基準（基準の適用位置）

工
場

学
校

基準適用位置は、
敷地境界

【根拠条文】
環境確保条例 条例別表第7六振動

工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線に
おける地盤の振動の大きさ

（平面）
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振動のタイプと測定の大きさの値の評価

ｄＢ

時 間

タイプ１
平均値

ｄＢ

時 間

タイプ２ 最大値の平均値

ｄＢ

時 間

タイプ３
80%レンジ上端値

30

タイプ2 指示値が周期的又は間欠的に変動する場合
は、その変動事の指示値の最大値の平均値

タイプ3 指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、
測定値の80%レンジの上端の数値

タイプ1 変動せず、又は変動が少ない場合は、その
指示値

日本産業規格Z8735に定める振動レベル測定方法による



法 改善勧告及び改善命令（法第１２条）

市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等に
おいて発生する騒音が規制基準に適合しないことによりそ
の特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めると
きは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定
めて、その実態を除去するために必要な限度において、騒
音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若
しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

※振動も同様

規制基準超過かつ周辺の生活環境が損なわれる

改善勧告
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法 改善勧告及び改善命令（法第１２条）

２ 市町村長は、第９条（※計画変更勧告）の規定による勧
告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し
ているとき、又は前項の規定による勧告を受けたものがそ
の勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の
事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止
の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の
変更を命ずることができる。 ※振動も同様

勧告に従わないとき

改善命令
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条例 改善勧告及び改善命令（条例第100条、102条）

知事（区市長）は、工場（指定作業場）から発生する騒音、
振動が規制基準を超え、かつ、周辺の生活環境に支障を
及ぼしていると認めるときは、当該工場（指定作業場）を
設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす
支障を解消するために必要な限度において、騒音、振動
の防止方法を改善し、または施設の使用方法若しくは配
置を変更することを勧告することができる。
※一部条文省略

改善勧告

規制基準超過かつ周辺の生活環境が損なわれる
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条例 改善勧告及び改善命令（条例第100条、102条）

改善命令

勧告を受けた者がその勧告に従わないとき

第102条十五

作業の一時停止

違反を直ちに改善させることができないとき

第103条

工場認可の取り消し、移転又は操業の停止
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35

くわしい工場・事業場等に対する騒音・振動の規制について
は、東京都環境局ホームページをご覧ください。

東京都環境局ホームページ、お問い合わせ先のご案内

申請・届出・相談は、
工場・指定作業場の所在地ごとにお問い合わせください。
区 または 市 ：区 または 市 の環境部署の窓口
多摩地区の町村 ：東京都環境局 多摩環境事務所 環境改善課
島しょ部の町村 ：東京都環境局 環境改善部大気保全課

QRコード



３－２ 参考資料法・条例の体系図
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さ法と条例の規制（騒音規制法 体系図）
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さ法と条例の規制（振動規制法 体系図）
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※騒音振動関連のみ抜粋

さ法と条例の規制（条例体系図 工場（1））
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次ページつづく



※騒音振動関連のみ抜粋

さ法と条例の規制（条例体系図 工場（２））
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※騒音振動関連のみ抜粋

さ法と条例の規制（条例体系図 指定作業場）

41終


