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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 12 月 16 日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として 38

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 6,878 38 6,916 

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

6879 バックホウ A333 山積容量 0.090 m3 平積容量 0.070 m3 (株)クボタ ○
6880 バックホウ A333 AC 山積容量 0.090 m3 平積容量 0.070 m3 (株)クボタ ○
6881 バックホウ SY16C 山積容量 0.04 m3 平積容量 0.026 m3 ＷＷＢ(株) ○
6882 バックホウ SY35U 山積容量 0.12 m3 平積容量 0.089 m3 ＷＷＢ(株) ○
6883 バックホウ SY50U 山積容量 0.152 m3 平積容量 0.116 m3 ＷＷＢ(株) 　
6884 バックホウ SY80U 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.18 m3 ＷＷＢ(株) 　
6885 バックホウ SY135C 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.43 m3 ＷＷＢ(株) 　
6886 バックホウ SH200-8 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.57 m3 住友建機（株） ○
6887 バックホウ SH200Z-8 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.57 m3 住友建機(株) ○
6888 バックホウ ZX1300K-7 山積容量 3.5 m3 平積容量 2.6 m3 日立建機(株) 　
6889 バックホウ ZX125W-7 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.35 m3 日立建機(株) 　
6890 バックホウ ZX490LCH-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6891 バックホウ ZX470-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6892 バックホウ ZX470LC-7 山積容量 2.1 m3 平積容量 1.5 m3 日立建機(株) 　
6893 バックホウ ZX490H-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6894 バックホウ ZX490R-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6895 バックホウ ZX490LCR-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6896 バックホウ ZX530LCH-7 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 日立建機(株) 　
6897 バックホウ ZX120J-6 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.20 m3 日立建機日本(株) ○
6898 バックホウ ECR88D 山積容量 0.33 m3 平積容量 0.25 m3 山﨑マシーナリー(株) 　
6899 バックホウ 303SR-SS1 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.065 m3 キャタピラージャパン(同) ○
6900 バックホウ 304SR-SS1 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 キャタピラージャパン(同) ○
6901 バックホウ 305SR-SS1 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(同) ○
6902 トラクターショベル 966 山積容量 4.4 m3 平積容量 3.8 m3 キャタピラージャパン(同) 　
6903 トラクターショベル L25H 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.77 m3 山﨑マシーナリー(株) 　
6904 トラッククレーン LTM1360NX 吊上能力 135 t吊 × 3.0 m リープヘル・ジャパン（株） 　
6905 トラッククレーン AC 5.220-1 吊上能力 220 t吊 × 2.5 m (株)タダノ ○
6906 クローラクレーン TK550G-2 吊上能力 55 t吊 × 3.0 m コベルコ建機(株) 　
6907 クローラクレーン TK750G-2 吊上能力 75 t吊 × 3.0 m コベルコ建機(株) 　
6908 油圧式杭圧入引抜機 GIP-80C-1 圧入力 137.3 ｋＮ 引抜力 137.3 ｋＮ （株） ワイビーエム ○
6909 油圧式杭圧入引抜機 RES-20CV-3 圧入力 20.5 ｋＮ 引抜力 20.5 ｋＮ （株） ワイビーエム ○
6910 アースオーガー DHJ08-7 オーガ出力 19.4 kW 掘削径 800 mm 日本車輌製造(株) 　
6911 オールケーシング掘削機 RT-180AL(油圧ユニットRTP-2M) 最大掘削径 1800 mm 日本車輌製造(株) 　
6912 コンクリートカッター MCD-K14MS-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 25.4～35.6 cm   三笠産業（株） 　
6913 コンクリートカッター DRC-250Ⅱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   日本フレキ産業(株) 　
6914 発動発電機 EGI300 定格容量 3 kVA 京セラインダストリアルツールズ(株) ○
6915 発動発電機 IEG1601ME 定格容量 1.6 kVA (株)やまびこ ○
6916 発動発電機 DGM25MKC-D 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。


