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                  総合政策局公共事業企画調整課 

 

 

低騒音型・低振動型建設機械の指定について 

 

 

 国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽

減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っており

ます。今回、令和 4 年 9 月 22 日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として 35

型式の指定を行いました。 

 

  上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって

建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的とし

て定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年建設省告示第

１５３６号）に基づき、平成９年から実施しているものです。 

 

 

 

     ◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】 

 前回までの指定 今回指定 累計 

低騒音型建設機械 型式数 6,843 35 6,878 

低振動型建設機械 型式数 38 0 38 

 

 指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html 

 

 

 

 

（問合せ先） 

 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 須山、守田 

 TEL：03-5253-8111（内線24514、24554）  03-5253-8271（直通） 

 FAX：03-5253-1551 

 



　　別表（低騒音型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

6844 バックホウ U30-6 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.06 m3 (株)クボタ ○
6845 バックホウ U30-6 AC 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.06 m3 (株)クボタ 　
6846 バックホウ ZX160LC-7 山積容量 0.63 m3 平積容量 0.46 m3 日立建機(株) ○
6847 バックホウ ZX240-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6848 バックホウ ZX240LC-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6849 バックホウ ZX250H-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6850 バックホウ ZX250K-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6851 バックホウ ZX250LCH-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6852 バックホウ ZX250LCK-7 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.73 m3 日立建機(株) ○
6853 バックホウ SK55SR-7 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.12 m3 コベルコ建機(株) ○
6854 バックホウ SK55SR-7F 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.12 m3 コベルコ建機(株) ○
6855 バックホウ SK55SRD-7 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.12 m3 コベルコ建機(株) ○
6856 バックホウ SK45SR-7 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 コベルコ建機(株) ○
6857 バックホウ SK45SRD-7 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 コベルコ建機(株) ○
6858 トラクターショベル 950 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 キャタピラージャパン(同) 　
6859 トラクターショベル 962 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.2 m3 キャタピラージャパン(同) 　
6860 トラッククレーン LTM1130NZ 吊上能力 110 t吊 × 3.0 m リープヘル・ジャパン（株） 　
6861 ホイールクレーン GR-130NL(2W)-2 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m (株)タダノ 　
6862 ホイールクレーン GR-130N(2W)-2 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m (株)タダノ 　
6863 バイブロハンマー PVE 2803-YTJ 起振力 275 kN 振動数 2800 cpm (株)トーメック ○
6864 バイブロハンマー PVE 2803SH-YTJ 起振力 275 kN 振動数 2800 cpm (株)トーメック 　
6865 バイブロハンマー PVE 2308-YTJ 起振力 464 kN 振動数 2300 cpm (株)トーメック 　
6866 アースオーガー DH688-145M-8T オーガ出力 110 kW 掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株) 　
6867 アースオーガー RX3300-7 オーガ出力 110 kW 掘削径 250～600 mm 日立建機(株) ○
6868 オールケーシング掘削機 LMV-1500RD 最大掘削径 1590 mm   （株）スミテックエンジニアリング ○
6869 振動ローラー KV15C 車両総質量 1.8 t   関東鉄工(株) ○
6870 振動ローラー KV25CS-2 車両総質量 2.7 t   関東鉄工(株) ○
6871 振動ローラー KV25DS-2 車両総質量 3.0 t   関東鉄工(株) ○
6872 振動ローラー HD+80i VO-S 車両総質量 7.950 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 　
6873 タイヤローラー HD14iTT 車両総質量 3.545 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 　
6874 アスファルトフィニッシャー SUPER 1303-3i(V) 舗装幅 1.8～4.5 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 　
6875 発動発電機 TLG-8LSKE-D 定格容量 8.0 kVA   デンヨー(株) ○
6876 発動発電機 SDG60ZLAX-5B1 定格容量 60 kVA 北越工業（株） ○
6877 発動発電機 SDG60ZLX-5B1 定格容量 60 kVA 北越工業（株） ○
6878 発動発電機 DGM25MKC-PD 定格容量 25 kVA （株）やまびこ ○

諸　　　　　　　　　　　　元

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。


