
Ⅷ　自動車騒音の状況

1　自動車騒音の常時監視

自動車騒音の常時監視は、騒音規制法第18条に基づき、従来から県及び騒音規制法政令市（政

令指定都市・中核市・特例市）が実施しているが、平成24年度からは、第2次一括法による法定

移譲により、全市で実施している。

平成15年度からは、従来実施してきた騒音の実測による測定点での評価に加え、面的評価（一

定の区間ごとに道路沿道（50m以内）に立地する全ての住居等の騒音レベルを推計し、環境基準値

を超過する戸数及び割合で評価）を実施している。

平成26年度に実施した調査の状況は、表Ⅷ－1のとおりである。

表Ⅷ－1　評価の実施状況

実施主体 ��県 �政令指定都市 ��特例市 ��その他の 市 �計 
静岡市 �浜松市 �沼津市 �富士市 

面的評価 �評価区間延長 （km） �167．4 �386．4 �307．1 �108．7 �170．3 �787．5 �1，927．4 

騒音測定地点 における評価 �測定地点数 �10 �26 �1 �7 �8 �79 �131 

2　道路に面する地域の環境基準

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として定められ

た騒音に係る環境基準のうち、道路交通騒音が支配的な音源である地域については、一般地域とは

異なる地域区分がされており、それぞれ以下のとおり環境基準が定められている。

表Ⅷ－2－（1）道路に面する地域における基準値　（幹線道路近接空間※1を除く。）

地　域　の　区　分 �基　　　　準　　　　値 昼　　　間 �夜　　　間 

午前6時から午後10時まで �午後10時から翌日の午前6時まで 
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 

（注）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

表Ⅷ－2－（2）幹線道路近接空間（幹線交通を担う道路に近接する空間）における基準値

基　　　　　　　　　準　　　　　　　　　値 

昼　　　　　間 �夜　　　　　間 

午前6時から午後10時まで �午後10時から翌日の午前6時まで 
70デシベル以下 �65デシベル以下 

備考 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め 

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40 

デシベル以下）によることができる。 

（注）幹線道路近接空間とは、高速自動車国道、－▲般国道、都道府県道、市町村道（市町村道にあっ

ては4車線以上の区間に限る）及び自動車専用道路のうち、次の範囲をいう。
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2車線以下　：道路端から15メートル

2車線を超える：道路端から20メートル

（注）基準値を示す指標は、等価騒音レベル（LAeq、単位デシベル（dB））である。

表Ⅷ－2－（3）地域の区分

地域の類型 �該　　　当　　　地　　　域 

A �騒音規制法に基づく第1種区域並びに騒音規制法に基づく第2種区域の 
うち第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 

B �騒音規制法に基づく第2種区域のうちAの地域の類型をあてはめる地域 
以外の地域 

C �騒音規制法に基づく第3種区域及び第4種区域 

3　自動車騒音の常時監視結果

（1）面的評価

今回評価の対象とした道路（総延長1，927．4km）に面する地域の住居等（217，414戸）の環境

基準達成状況は、昼間（午前6時～午後10時）、夜間（午後10時～午前6時）ともに達成したの

は206，432戸（94・9％）であり、昼間のみ達成は3，245戸（1．5％）、夜間のみ達成は626戸（0．3％）

であった。

表Ⅷ一3　自動車騒音の常時監視結果（面的評価）

No �評価対象道路 �市町 �評価区 間延長 （km） �評価 対象 戸数 �達成状況（戸） ����達成状況（％） 
昼夜 �昼のみ �夜のみ �昼夜 �昼夜 �昼のみ �夜のみ �、昼夜 

達成 �達成 �達成 �超過 �達成・ �達成 �凍鴎 �超過 

1 �新東名高速道路 �磐田市 �3．7 �58 �58 �0 �0 �0 �捕軋・草 �仇8 �■・■　8．0 �0．0 

2 �新東名高速道路 �長泉町 �2．4 �13 �13 �0 �0 �0 �100，0 �0．‾0 �0．■d �‾　8．8．■ 

3 �新東名高速道路 �森町 �6．1 �34 �34 �0 �0 �0 �100，0 �仇0 �0、0 �¢．0 

4 �東名高速道路 �静岡市 �27．3 �3，874 �3，822 �40 �5 �7 �98．7 �1．0 �0．1 �0．2 

5 �東名高速道路 �浜松市 �28．5 �1，799 �1，639 �133 �0 �27 �91∴l �7－年≡ �軋8 �1．5 

6 �東名高速道路 �沼津市 �4．1 �58 �52 �6 �0 �0 �ぬ7 �lQ▲3・ �0．0 �0．8 

7 �東名高速道路 �島田市 �0．6 �39 �39 �0 �0 �0 �100，0 �0．0． �0．0 �■　0．0 

8 �東名高速道路 �富士市 �15．1 �1，591 �1，545 �22 �0 �24 �97．1 �1．4 �0、0 �＋1．占 

9 �東名高速道路 �磐田市 �4．3 �128 �128 �0 �0 �0 �100．0 �0．0 �0．0 �0．0－ 

10 �東名高速道路 �焼津市 �9．1 �381 �380 �1 �0 �0 �99こ■■7 �0．3 �0．0 �0．0■ 

11 �東名高速道路 �掛川市 �8．2 �691 �691 �0 �0 �0 �1朋．0 �0．0 �．010 �■■乱0 

12 �東名高速道路 �藤枝市 �2．8 �60 �60 �0 �0 �0 �・・・・100二0 �0、も �．．．．‾．．．0▲．■d �・・；．軋り 

13 �東名高速道路 �御殿場市 �3．5 �53 �53 �0 �0 �0 �頑0 �■由．■d �．　0．0 �軋■0 

14 �東名高速道路 �袋井市 �6，4 �249 �249 �0 �0 �0 �■■相貌0・・ �0．＋0 �・・乱0： �‾■■軋■0■■ 

15 �東名高速道路 �裾野市 �5．3 �355 �342 �7 �0 �6 �96，3 �aO �仇．0・・ �1．7 

16 �東名高速道路 �菊川市 �1．3 �9 �9 �0 �0 �0 �■1叩．0 �0，0 �∴・・仇：0：． � �仇0‡ 

17 �東名高速道路 �牧之原市 �6．8 �80 �79 �1 �0 �0 �98．8 �．■i■．■3 �0雄；≡ �ひ．0‾ 

18 �東名高速道路 �長泉町 �2．7 �9 �9 �0 �0 �0 �100．0 �・d二・8■‥ �0‥。．¢ �．0．‾0■ 

19 �東名高速道路 �小山町 �8．3 �195 �195 �0 �0 �0 �100．0 �＋　0、0 �・・軋■b �■■　乱0 

20 �東名高速道路 �吉田町 �2．8 �77 �77 �0 �0 �0 �≡■100．0 �や．1．や �・≡・・0－0． � �∴．0．0． 

21 �一般国道1号 �島田市 �4＿4 �838 �777 �0 �58 �3 �；92．7■； �…■・■．■■0．0 �6．■9－ � �七晶■… 

22 �一般国道1号 �静岡市 �38．2 �5，649 �5，145 �151 �17 �336 �．91．1．．． �藍■亨 �仇3 � �五巌 

23 �一般国道1号 �浜松市 �21．2 �1，699 �1，609 �49 �0 �41 �；■94．■■7■ �；■・2二9 �0．．0 � �：畠．：・4 

24 �一般国道1号 �沼津市 �10．3 �1，346 �1，145 �162 �0 �39 �略1 �■■：■・12，．0：：： �：：・．0．‥・0＿ �2」9■■； 
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No �評価対象道路 �市町 �評価区 間延長 （km） �評価 対象 戸数 �達成状況（戸） ����達成状況（％） ���� 
昼夜 �昼のみ �夜のみ �昼夜 �昼夜． �．昼のみ �夜のみ ��昼夜 
達成 �達成 �達成 �超過 �達成 �攣鱒‾ �達成 ��超過 

25 �一般国道1号 �三島市 �4．0 �886 �836 �43 �0 �7 �94」4 �4．9 �軋0 ��0．■8 

26 �一般国道1号 �島田市 �3．5 �64 �63 �0 �0 �1 �98．4 �0、0 �0・、0 ��1．6 

27 �一般国道1号 �富士市 �10．8 �385 �191 �130 �0 �64 �4凱6 �33三芳 �0．0 ��i軋6 

28 �一般国道1号 �磐田市 �10．7 �1，075 �1，057 �8 �0 �10 �98，3 �什7 �0．0 ��軋9 

29 �一般国道1号 �掛川市 �23．8 �1，575 �1，565 �7 �2 �1 �99．4 �0．4 �＿　0，1 ��0．1 

30 �一般国道1号 �藤枝市 �4．7 �177 �175 �2 �0 �0 �98．9 �1，1 �仇0 ��0，0‾ 

31 �一般国道1号 �袋井市 �5．0 �506 �483 �23 �0 �0 �95．5 �4．5 �¢．8 ��0▲0 

32 �一般国道1号 �湖西市 �10．9 �683 �681 �2 �0 �0 �9凱7 �0．3 �0．0 ��・■軋0 

33 �一般国道1号 �函南町 �4．1 �4 �4 �0 �0 �0 �10b、0 �0、0 �仇0 ��0．．0 

34 �一般国道1号 �清水町 �2．0 �332 �269 �34 �0 �29 �81．0 �10．2 �0．0 ��8．7 

35 �一般国道1号 �長泉町 �0．5 �108 �108 �0 �0 �0 �10軋0 �：0，0 �仇0 ��‾OJO 

36 �一般国道1号 （静清BP） �静岡市 �19．2 �3，389 �3，253 �81 �4 �51 �96・8：■ �2．4 �．・級1 ��1．5 

37 �一般国道1号 （藤枝BP） �島田市 �0．4 �6 �6 �0 �0 �0 �100▲0 �010 �0．0 ��¢≡二や 

38 �一般国道1号 （藤枝BP） �藤枝市 �1．4 �107 �107 �0 �0 �0 �10軋0 �0▼0 �鎮0 ��0，0 

39 �－Y一般国道1号 （藤枝BP） �藤枝市 �6．1 �308 �308 �0 �0 �0 �108．0 �0，0 �．‾わ．0 ��0．0 

40 �一般国道1号 （磐田BP） �磐田市 �3．6 �291 �261 �12 �0 �18 �89．7 �4．1 �0．Q ��隼・琴・ 

41 �一般国道1号 （浜名BP） �浜松市 �5．7 �8 �8 �0 �0 �0 �lOn．0 �P・0 �010 ��0，0 

42 �一般国道1号 （伊豆縦貫道） �三島市 �4．8 �158 �158 �0 �0 �0 �1れ0 �仇0 �耽0 ��0．0 

43 �一般国道1号 （伊豆縦貫道） �長泉町 �3．2 �153 �152 �0 �0 �1 �9凱3 �b10 �0二0 ��仇7 

44 �一一般国道1号 （東駿河湾環状道路） �函南町 �2．1 �385 �385 �0 �0 �0 �代軋0 �0．0 �■0．0 ��010 

45 �一般国道52号 �静岡市 �16．1 �1，406 �1，379 �27 �0 �0 �鱒．l �1．9　■ �0，8 ��0．0 

46 �一一一一般国道135号 �熱海市 �14．1 �2，132 �2，132 �0 �0 �0 �100．0 �0．0 �0．0 ��0．0 

47 �一般国道135号 �伊東市 �26．5 �2，549 �2，497 �0 �52 �0 �＿　9臥0■■ �0、廿 �妻．0 ��6．0 

48 �一般国道135号 �下田市 �8．9 �431 �413 �0 �8 �10 �■95．8‾ �0．0 �119 ��．．．．2．3 

49 �一般国道135号 �東伊豆町 �12．3 �1，204 �1，198 �0 �6 �0 �99．5 �．仇．¢■．．． �…■…■仇．5 ��0．0 

50 �血般国道135号 �河津町 �9．4 �236 �236 �0 �0 �0 �1朋．0．．． � � ��．．仇・8・ 

51 �一般国道136号 �三島市 �3．4 �357 �221 �21 �0 �115 �削，9 �5，9 �．；■．8．8 ��漁≡2■；；； 

52 �一般国道136号 �下田市 �5．8 �534 �534 �0 �0 �0 �1PP．¢ �0＿0 �P＿P ��8．0 

53 �一般国道136号 �伊豆市 �8．0 �524 �406 �0 �0 �118 �77，5 �：：；：■：■■0」：0■■： �‥；軋り ��2軍・‾5 

54 �一般国道136号 �伊豆の国市 �13．7 �1，423 �1，114 �51 �0 �258 �78．3 �■■■■■乱■6■ �■■■　■0．0 ��格も 

55 �一般国道136号 �南伊豆町 �4．5 �214 �214 �0 �0 �0 �100，0 �8．0■： �仇0 ��・¢‘・0 

56 �一般国道136号 �松崎町 �2．2 �165 �165 �0 �0 �0 �100．0 �0．0 �■　0．0 ��・．．0・0 

57 �一般国道136号 �西伊豆町 �10．0 �482 �482 �0 �0 �0 �l叩．0 �8．0 �玖0 ��．．0．0 

58 �一般国道136号 �函南町 �3．9 �235 �205 �4 �0 �26 � �・・・・1‘・7 �：・・・・・軋0■■ ��軍事・．1 

59 �一般国道138号 �御殿場市 �12．3 �581 �576 �0 �5 �0 �‥‥∴‥‥・99．1■ � � ��・・・d」0 

60 �一般国道138号 �小山町 �8．7 �45 �45 �0 �0 �0 �■■■■■：■■相，0 �■■■‥p■．■q � ��・■　0．0 

61 �一般国道139号 �富士宮市 �13．3 �1，031 �859 �76 �0 �96 �．．．83．．．3．．． �．．7－4 �．．．．．．8．一．0．：． ��；．…・・．乳等 

62 �一般国道139号 �富士市 �11＿0 �1，315 �1，256 �24 �0 �35 �95，5■ �L・・8・・ �札0 ��・∴2．・7 

63 �一般国道139号 （西富士道路） �富上市 �6．3 �345 �328 �0 �0 �17 �・：95」．1 �0．0 �軋牒 ��4．9 

64 �一般国道149号 �静岡市 �2．7 �708 �602 �22 �0 �84 �85．8 �・3，・1・・ �恒 ��蔓草．9 

65 �一般国道150号 �静岡市 �24．4 �2，116 �2，031 �0 �47 �38 �≦婚i■8 �0．0 �2．2 ��・．・・・1・一8 

66 �一般国道150号 �浜松市 �9．1 �1，364 �1，097 �22 �0 �245 �．■　■80．4‾ �：・・1・．‥6＿‥ �・・8．8 ��1乳8 

67 �一般国道150号 �磐凹市 �14＿3 �804 �665 �79 �0 �60 �・・82，∴7‥：‥ �・・■・■・乳牒・ �≡雷恥の■■■ ��7．‥5■ 

68 �一般国道150号 �焼津市 �8．6 �611 �474 �45 �1 �91 �：■■：■■77」6 �■：■7■．4 �申．‥写∴ ��】穣？ 

69 �一般国道150号 �掛川市 �11．1 �118 �118 �り �0 �0 �錘臥0㌧・ � �・・1軋・8 ��軋．0． 

70 �一般国道150号 �袋井市 �4．7 �274 �235 �34　　　　　0 ��5 �：■■：■：85．蕗 �ま去．■4 �≡．≡・・0・。・0・ �� �：守8… 
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No �評価対象道路 �市町 �評価区 間延長 （km） �評価 対象 戸数 �達成状況（戸） ����達成状耽（％） ���� 
昼夜 �昼のみ �夜のみ �昼夜 �昼夜 ��昼のみ �夜毎み－ �塞夜 
達成 �達成 �達成 �超過 �準戒・ ��達成 �達成 �串過‾ 

71 �一般国道150号 �御前崎市 �8．8 �178 �171 �0 �0 �7 �－96，‾－1 ��0，0 �0，0 �3，．9 

72 �一般国道150号 �牧之原市 �21．2 �986 �870 �4 �0 �112 �88．2 ��0．4 �0★0． �壬1．．4 

73 �一般国道150号 �吉田町 �4．8 �288 �279 �6 �0 �3 �96．9‥ ��2．1 �仇d �1諭 

74 �一般国道152号 �浜松市 �45．3 �4，019 �3，641 �60 �11 �307 �90．6 ��1．5 �0．3－ �7．6 

75 �一般国道246号 �沼津市 �2．7 �259 �191 �35 �0 �33 �．．73．7 ��13．5 �軋0 �12．7 

76 �一般国道246号 �御殿場市 �10．7 �242 �120 �54 �0 �68 �49．6 ��22，3 �0，8 �2臥‡ 

77 �一般国道246号 �裾野市 �7．2 �623 �584 �21 �0 �18 �93．7 ��3．．4 �0．0 �2－9 

78 �一般国道246号 �長泉町 �3．1 �341 �■305 �30 �0 �6 �89．4 ��8，8 �0、0 �1．8 

79 �一般国道246号 �小山町 �5．6 �183 �171 �9 �0 �3 �93、4 ��4．9 �0、0 �．1．6 

80 �一般国道257号 �浜松市 �29．4 �6，979 �6，251 �104 �1 �623 �8凱6 ��1．5 �0十0 �乳9 

81 �一般国道301号 �湖西市 �7．3 �944 �909 �0 �0 �35 �96，3 ��0．0 �軋0 �説7 

82 �一般国道362号 �静岡市 �22．1 �2，693 �2，614 �0 �53 �26 �97．1 ��0．0 �軍．0 �1十0 

83 �一般国道362号 �浜松市 �18．1 �1，331 �1，147 �57 �0 �127 �86．2 ��も3 �0．0 �9，‾5 

84 �一般国道362号 �川根本町 �13．0 �520 �520 �0 �0 �0 �lu）．0 ��¢．0＿‾ �－．¢．0 �8．0 

85 �一般国道414号 �沼津市 �12．4 �2，812 �2，285 �101 �0 �426 �鋸．3 ��3．6 �軋0＋ �15．1 

86 �一般国道414号 �伊豆市 �5．1 �340 �340 �0 �0 �0 �・1¢¢．0 ��0．か■＿ �0、0 �0．0 

87 �一般国道414号 �伊豆の国市 �5．5 �576 �576 �0 �0 �0 �100．0 ��0．0 �0．0 �0．0 

88 �一般国道469号 �富士市 �11．1 �30 �20 �10 �0 �0 �鱒 �7＋ �33，3 �■乱0 �0、0 

89 �一般国道469号 �御殿場市 �3．7 �322 �271 �1 �0 �50 �84 �2 �仇3 �■■亮0 �15．5 

90 �一般国道469号 �裾野市 �1．3 �80 �80 �0 �0 �0 �100．や ��や．P‾‾ �・吼0 �0．■¢ 

91 �一般国道473号 �島田市 �5．6 �630 �629 �0 �1 �0 �99 �岳 �．0．0 �0．宰 �■d諭 

92 �一般国道473号 �菊川市 �3．0 �42 �42 �0 �0 �0 �100・や ��0．0 �0．0・： �0．0 

93 �一般国道473号 �牧之原市 �6．1 �391 �377 �0 �14 �0 �－　96．4 ��8．0 �3→6 �0．0 

94 �一般国道473号BP �菊川市 �2．5 �11 �11 �0 �0 �0 �100．0 ��仇0 �0．0 �札0 

95 �県道 �静岡市 �218．4 �34，769 �34，519 �7 �31 �212 �99．．3・■■ ��0↑0 �．0，1．■ �0．云 

96 �県道 �浜松市 �110．8 �11，122 �9，191 �603 �21 �1，307 �・・82」6 ��5．4・ �8．2． �・＿11▲8 

97 �県道 �沼津市 �79．2 �14，505 �14，010 �167 �0 �328 �…．…・96．6 ��1．2∴； �■■■■■0．‾0‾ �・・・■■2■二3 

98 �県道 �熱海市 �16．3 �1，792 �1，785 �0 �2 �5 �■鱒，≡や≡．≡≡ ��0．0 �0．－1． �■　0，3 

99 �県道 �三島市 �12．7 �3，955 �3，949 �4 �0 �2 �9 �．．8 �軋葺 �叫≡■ �・・・恥1・ 

100 �県道 �富士宮市 �36．4 �3，864 �3，794 �23 �2 �45 �＿　9臥＿2■ ��0．6 �鉄筆．‥ �；．・主▼2 

101 �県道 �伊東市 �33．3 �2，841 �2，839 �0 �2 �0 �99．9 ��0－0 �0▲1・ �正d 

102 �県道 �島田市 �31．1 �3，472 �3，470 �2 �0 �0 �9乳9 ��0．1 �恒 �0．0‾ 

103 �県道 �富士市 �110．2 �12，272 �11，514 �11 �105 �642 �93．8 ��駁‾1 �8．9－ �■■息2 

104 �県道 �磐田市 �41．1 �2，934 �2，932 �2 �0 �0 �99．．．9． ��；・・8．・1・ �・；；・軋凋 �．．仇：■0■■■ 

105 �県道 �焼津市 �32．6 �5，769 �5，719 �0 �32 �18 �学説・1 ��仇0 �■空揚‾6 �≡≡≡軋；≡§■≡・ 

106 �県道 �掛川市 �27．6 �1，848 �1，848 �0 �0 �0 � ��0．．0．． �．．．軋む．■■ � ．．．0．0 

107 �県道 �藤枝市 �42．2 �5，145 �5，140 �2 �2 �1 �99 �こ．■草 �．■．0二0 �串本 �：：．・・勃・・0・■・■・ 

108 �県道 �御殿場市 �21．0 �2，849 �2，740 �56 �29 �24 �96」．2 ��註8－ �蔓．一8・ �0．鱒 

109 �県道 �袋井市 �35．9 �3，042 �3，032 �0 �10 �0 �99．7■ ��0．0 �・仇3・・ �■軋8■■■ 

110 �県道 �裾野市 �12．4 �1，833 �1，830 �3 �0 �0 �彿 �，・・8 �0．2 �■　0．0 �0．0 

111 �県道 �湖西市 �9．4 �1，025 �1，025 �0 �0 �0 �．1．鞘，8‥ ��0．8 �8．0 �：：10．0 

112 �県道 �伊豆市 �7．0 �481 �473 �1 �6 �1 �9 �3 �町等 �1．2 � �…．8 �丁2 

113 �県道 �御前崎市 �10．1 �484 �484 �0 �0 �0 �■■■■■■■■1舶 �…¢．■ � � �．■0．．0■■． 

114 �県道 �菊川市 �27．0 �乙818 �2，803 �0 �0 �15 �：：：：：：1如▼：■5■： ��q．0 �‥∴・・由．‾0 �■・・軋5・．… 

115 �県道 �伊豆の国市 �10．6 �621 �601 �18 �0 �2 �粥．■■岳 ��息9．・ �・凍■百・■■・ �．■∴．0．3 

116 �県道 �牧之原市 �1．9 �122 �121 �1 �0 �0 �‥姐2 �� � �軋8・ 
鞍．翠 �■■■■軋．0 

117 �県道 �河津町 �0．2 �6 �5 �0 �1 �0 �・・・・‾8 �・岳 �0．0 �・＿l軋■？・■ � �0．0・ 

118 �県道 �函南町 �11．9 �1，051 �1，016 �0 �0 �35 �………・≡…・……ら �7・・．・ �■　軋．0 �．・乱．0・・ �・；．■．乳■．3 

119 �県道 �清水町 �8．9 �1，921 �1，815 �46 �0 �60 �9屯5 ��鞍．獲 �OYP �．畠．1 

120 �県道 �長泉町 �5．7 �1，294 �1，230 �55 �0 �9 �・・・・・・・95」 ��：・．．．・・・・・弘・3r �：：：：・・・・・0■・・〇・・・ �・・・．．．．仇7 

121 �県道 �小山町 �8．4 �679 �591 �0 �81 �7 �さ �b■至‥ �：…■■■■■■仇■0■■ �・…・1…1」：9…≡： �：；；；；章雄≡≡：： 

122 �県道 �言田町 �8＿8 �975 �973 �0 �0 �2 �‥■■■■■由 �・■．さ �∴仇三■0■：■ �≡≡：：‡：‡：0．・・¢・・ �・・嗅 
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No �評価対象道路 �市町 �評価区 間延長 （km） �評価 対象 戸数 �達成状況（戸） ����郵準 ��躯％） 
昼夜 �昼のみ �夜のみ �昼夜 �壷夜 �昼のみ �夜のみ �昼夜 

達成 �達成 �達成 �超過 �‾達成　■ �達成 �達成 �超過 

123 �県道 �森町 �11．8 �644 �643 �0 �0 �1 �99，8 �8．0 �0．0 �0，2 

124 �市道 �静岡市 �18．0 �6，445 �6，410 �26 �0 �9 �弧5 �正4 �0、0 �0、1 

125 �市道 �浜松市 �39．0 �9，290 �8，233 �407 �9 �641 �清雄 �屯・4 �0．1 �6．9 

126 �市道 �富士宮市 �1．0 �94 �93 �0 �0 �1 �98－9 �仇0 �■　0．0 �1．1 

127 �市道 �富士市 �5．8 �518 �518 �0 �0 �0 �100．0 �札0 �仇0 �仇0 

128 �市道 �藤枝市 �0．9 �170 �170 �0 �0 �0 �1P仇0 �‾軋0 �■　0，．8 �0、0 

129 �中泉新貝幹線 �磐田市 �3．5 �236 �193 �0 �8 �35 �鐘1．8 �0．0 �3．4 �14．8 

130 �焼津駅道原線 �焼津市 �3．8 �591 �589 �0 �0 �2 �99，7 �8．0・ �0．0 �0．3・ 

131 �島田吉田線 �焼津市 �1．7 �28 �28 �0 �0 �0 �100※0 �¢証 �・．0．0 �抄．0 

計 � � �1，927．4 �217，414 �206，432 �3，245 �626 �7，111 �94．9 �1．5 �0．3 �5．3 

（注）1市の地区の評価については各市調べ。

2　道路に挟まれた住居や交差点付近等の複数道路から影響を受けている住居については、各

道路からの騒音を合成し評価している。

（2）騒音測定地点における評価

測定地点（131地点）での環境基準の適合状況は、昼間（午前6時～午後10時）、夜間（午後10

時～午前6時）ともに適合したのは106地点（80．9％）であり、昼間のみ適合は3地点（2．3％）、

夜間のみ適合は1地点（0．8％）であった。

表Ⅷ－4　自動車騒音の常時監視結果（騒音測定地点における評価）

No �測定地点（住所） �道路名 �用途地 域 �昼間（基準値70d 　B） ��夜間（基準値65d 　B） 

測定値 �適否 �測定値 �適否 

1 �静岡市駿河区国吉田 �東名高速道路 �3 �53 �○ �50 �○ 

2 �静岡市清水区港町 �一般国道149号 �5 �72 �× �68 �× × 

3 �静岡市清水区宮加三 �一般国道150号 �3 �75 �× �69 

4 �静岡市清水区増 �一般国道150号 �7 �69 �（⊃ �62 �○ 

5 �静岡市駿河区桃園町 �一般国道150号 �5 �70 �○ �64 �○ 

6 �静岡市駿河区西島 �一般国道150号 �2 �69 �○ �62 �○ 

7 �静岡市駿河区丸子 �一般国道1号 �3 5 �73 �× �72 �× 

8 �静岡市駿河区国吉田 �一般国道1号 ��70 �（⊃ �66 �× 

9 �静岡市清水区由比 �一般国道1号 �3 �78 �× �78 �× 

10 �静岡市清水区西久保 �一般国道1号（静清BP） �3 �73 �× �72 �× 

11 �静岡市葵区南沼上 �一般国道1号（静清BP） �3 �61 �（⊃ �61 �（⊃ 

12 �静岡市葵区千代 �一般国道1号（静清BP） �3 4 �64 �○ �60 �○ 

13 �静岡市葵区一番町 �一一般国道362弓一 ��69 �○ �63 �○ 

14 �静岡市清水区谷津町 �一般国道52号 �7 �68 �○ �65 �（〕 

15 �静岡市葵区昭府 �井川湖御幸線 �3 �64 �○ �56 �○ 

16 �静岡市駿河区登呂 �高松日出線 �3 �63 �○ �56 �○ 

17 �静岡市英区東千代田 �山脇大谷線 �3 �69 �○ �62 �○ ○ 

18 �静岡市駿河区池田 �山脇大谷線 �3 �68 �○ �63 

19 �静岡市駿河区水上 �山脇大谷線 �7 �63 �○ �57 �○ 

20 �静岡市葵区酉草深町 �静岡環状線 �3 �67 �○ �59 �○ 

21 �静岡市清水区鳥坂 �静岡清水線 �3 �68 �○ �64 �○ 

22 �静岡市葵区新伝馬 �大川静岡線 �3 �69 �○ �63 �○ 

23 �静岡市駿河区中野新田 �中島南安倍線 �4 �71 �× �66 �× ○ 

24 �静岡市駿河区向敷地 �奈良聞手越線 �3 �62 �○ �55 

25 �静岡市葵区千代 �梅ケ島温泉昭和線 �2 2 �55 �○ �46 63 �○ 

26 �静岡市駿河区寺田 �用宗停車場丸子線 ��68 �○ ��○ 

27 �浜松市中区Ffl沢町 �一般国道152号 �3 �67 �（⊃ �62 �（⊃ 
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No �測定地点（住所） �道路名 �用途地 域 �昼間（基準値70d 　B） ��夜間（基準値65d 　B） 

測定値 �適否 �測定値 �適否 

28 �沼津市石川 �東名高速道路 �7 �54 �○ �54 �（⊃ 

29 �沼津市花園町 �一般国道1号 �3 �71 �× × �ウ0 70 �× 

30 �沼津市岡一色 �一般国道246号 �4 �73 ���× 

31 �沼津市原 �原停車場線 �3 �65 �（⊃ �61 �○ 

32 �沼津市岡宮 �足高三枚橋線 �3 �71 �× �71 �× 

33 �沼津市大塚 �富士清水線 �7 �73 �× �71 �× 

34 �沼津市大岡 �富士清水線 �3 �69 �○ �64 �○ 

35 �熱海市東海岸町 �一般国道135号 �4 �67 �（⊃ �59 �○ 

36 �熱海市伊豆山 �一般国道135号 �3 �68 �○ �63 �○ 

37 �熱海市笹良ヶ台町 �県道熱海箱根峠線 �2 �59 �（⊃ �55 �○ 

38 �三島市塚原新田 �一般国道1号（伊豆縦貫道） �7 �54 �○ �48 �○ 

39 �三島市萩 �一般国道1号（伊豆縦貫道） �3 �58 �○ �52 �○ 

40 �三島市萩 �一般国道1号（伊豆縦貫道） �3 �59 �○ �53 �○ 

41 �三島市北田町 �三島田町停車場線 �4 �64 �○ �58 �○ 

42 �三島市加屋町 �沼津三島線 �4 �66 �（⊃ �61 �○ 

43 �富士宮市小泉 �一般国道139号 �3 �68 �○ �62 �○ 

44 �富士宮市上井出 �清水富士宮線 �7 �70 �○ �63 �○ 

45 �富士宮市小泉 �富士根停車場線 �3 �65 68 �○ �58 �○ 

46 �富士宮市大岩 �富士根停車場線 �3 ��○ �61 �○ 

47 �富士宮市小泉 �一級市道西小泉町線 �4 �65 �○ �57 �（⊃ 

48 �伊東市八幡野 �一般国道135号 �7 �69 �○ �63 �○ 

49 �伊東市大原 �一般国道135号 �3 �69 �○ �63 �○ 

50 �伊東市松原本町 �一般国道135号 �4 �65 �○ �58 �○ 

51 �伊東市富戸 �伊東川奈八幡野線 �7 �63 �（⊃ �53 �○ 

52 �島田市野田 �一般国道1号 �3 �66 �○ �60 �○ 

53 �島田市金谷宮崎町 �一般国道473号 �3 �67 �（⊃ �60 �（⊃ 

54 �島田市河原 �河原大井川港線 �3 �53 �○ �46 �○ 

55 �島田市河原 �河原大井川港線 �3 �54 �○ �47 �○ 

56 �富士市宮島 �一般国道1号 �3 �74 �× �73 �× 

57 �富士市勢崎 �一般国道469号 鷹岡富士停車場線 �7 �72 �× �69 61 �× 

58 �富士市中島 ��3 �68 �○ ��○ 

59 �富士市天間 �鷹岡柚木線 �7 �72 �× �66 �× 

60 �富士市沼田新田 �東柏原沼津線 富士清水線 市道田子浦伝法線 �3 �64 �○ �58 �○ 

61 �富士市田中新田 ��3 �71 �× �68 �× 

62 �富士市蓼原町 ��4 �66 �○ �62 �○ 

63 �富士市永田町 �市道臨港富士線 �4 �61 �○ �53 �○ 

64 �磐田市上神増 �新東名高速道路 �7 �55 �○ �54 �○ 

65 �磐田市向笠西 �東名高速道路 �7 �54 �○ �53 �（⊃ 

66 �磐田市東原 �東名高速道路 �7 �60 �⊂） �59 �○ 

67 �磐田市福田中島 �二般国道150号 �3 �72 �× �69 �× 

68 �磐田市福田 �一般国道150号 �3 �71 �× �68 �× 

69 �磐田市駒場 �一般国道150号 �7 �65 �○ �62 �○ 

70 �磐田市小立野 �一般国道1号 �5 �57 �○ �53 �○ 

71 �磐田市新開 �掛川天竜線 �7 �68 �（⊃ �59 �（⊃ 

72 �磐田市中泉 �磐田細字上線 �3 �66 �○ �59 �（⊃ 

73 �磐田市大久保 �浜松袋井線 �7 �67 �○ �59 �○ 

74 �磐田市城之崎 �中泉新貝幹線（※1） �1 �66 �× �58 �× 

75 �焼津市八楠 �東名高速道路 �5 �57 �（⊃ �55 �○ 

76 �焼津市大栄町 �焼津森線 �3 �69 �（⊃ �64 �○ 

77 �焼津市八楠 �焼津森線 �5 �70 �（〕 �65 �○ 

78 �焼津市越後島 �焼津森線 �7 �72 �× �70 �× 

79 �焼津市上泉 �畠田吉田線 �7 �66 �C， �59 �⊂） 

80 �掛川市西大渕 �→般国道150号 �7 �63 �⊂） �60 �○ 
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No �測定地点（住所） �道路名 �用途地 域 �昼間（基準値70d 　B） ��夜間（基準値65d 　B） 

測定値 �適否 �測定値 �適否 
81 �掛川市宮脇 �一般国道1号 �3 �69 �○ �63 �○ 

82 �掛川市城酉 �一般国道1号 �5 �65 �○ �59 �○ 

83 �掛川市掛川 �掛川停車場線 �2 �66 �○ �58 �○ 

84 �掛川市満水 �掛川浜岡線 �7 �68 �○ �62 �（⊃ 

85 �藤枝市高洲 �高洲和田線 �2 �68 �（⊃ �61 �○ 

86 �藤枝市岡部町　内谷 �焼津森線 �3 �64 �○ �55 52 �○ 

87 �藤枝市駅前3丁目 �上青島焼津線 �4 �60 �○ ��○ 

88 �藤枝市築地 �上青島焼津線 �3 �70 �○ �64 �○ 

89 �藤枝市小石川町 �市道焼津青木線 �3 �70 �○ �64 �○ 

90 �御殿場市東山 �東名高速道路 �7 �66 �○ �60 �○ 

91 �御殿場市萩原 �一般国道138号 �3 �68 �○ �61 �○ 

92 �御殿場市仁杉 �一般国道138号 �7 �71 �× �65 �○ 

93 �御殿場市駒門 �一般国道246号 �7 �72 �× �72 �× 

94 �御殿場市萩原 �御殿場箱根線 二般国道1号 �3 �71 �× �68 68 54 �× 

95 �袋井市国本 ��7 �69 �○ ��× 

96 �袋井市広岡 �掛川袋井線 �7 �60 �○ ��○ 

97 �袋井市永楽町 �袋井停車場線 �4 �62 �○ �57 �○ 

98 �袋井市浅間 �磐田掛川線 �3 �69 �○ �62 �○ 

99 �袋井市永楽町 �磐田袋井線 �3 �68 �○ �62 �○ 

100 �袋井市延久 �浜北袋井線 �7 �66 �○ �61 �○ 

101 �下田市六丁目 �一般国道136号 �3 �67 �○ �61 �○ 

102 �裾野市佐野 �県道三島裾野線 �3 �67 �○ �60 �○ 

103 �裾野市佐野 �沼津小山線 �3 �70 �○ �67 �× 

104 �湖西市白須賀 �一般国道1号 �7 �64 �○ �61 �○ 

105 �湖西市白須賀 �一般国道1号 二股国道301号 �7 �64 71 �○ �62 �○ 

106 �湖西市新居町中之郷 ��7 ��× �66 �× 

107 �湖西市古見 湖西市岡崎 �一般国道301号 �3 �68 �○ �61 �○ 

108 ��新所原停車場日の岡線 二股国道136号 �7 �66 �○ �58 �○ 

109 �伊豆市熊坂 ��7 �55 �（⊃ �47 64 �○ ○ 

110 �伊豆市門野原 �一般国道414号 �7 �69 �○ 

111 �御前崎市池新田 �相良浜岡線 二般国道473号 �2 �63 �○ �57 �○ 

112 �菊川市倉沢 ��7 �70 �○ �63 �○ 

113 �菊川市倉沢 �一般国道473号BP �7 �50 �○ �43 �○ 

114 �菊川市加茂 �掛川浜岡線 �3 �68 �○ �62 �○ 

115 �菊川市高橋 伊豆の国市小坂 �掛川浜岡線 �7 �68 �○ �63 �○ 

116 ��一般国道136号 �7 �58 �○ �52 �○ 

117 �伊豆の国市南江間 �静浦港韮山停車場線 �7 �68 �○ �60 �○ 

118 �牧之原市東萩間 �二股国道473号 �7 �63 �○ �55 �○ 

119 �牧之原市松本 �一般国道473号 �7 �69 �○ �61 �○ 

120 �牧之原市大沢 �一般国道473号 �3 �68 �○ �60 �○ 

121 �牧之原市坂部 �細江金谷線 �7 �70 �○ �63 �○ 

122 �田方郡函南町間宮 �一般国道136号 �7 �69 �○ �65 �○ 

123 �田方郡函南町塚本 �一般国道1号（東駿河湾環状道路） 沼津三島線 清水函南停車場線 �7 �60 �（⊃ �54 �（⊃ 

124 �駿東郡清水町長沢 ��5 �62 �（⊃ �56 �（⊃ 

125 �駿東郡清水町湯川 ��7 �64 �○ �58 �○ 

127 �駿東郡長泉町元長窪 �新東名高速道路 三島富士線 �7 �57 �○ �54 �○ 

126 �駿東郡長泉町下上狩 ��5 �63 �（⊃ �57 �○ 

128 �駿東郡小山町須走 �一般国道138号 �7 �67 �○ �62 �○ 

129 �駿東郡小山町菅沼 �沼津小山線 �3 �70 �○ �63 �（⊃ 

130 �榛原郡吉田町住吉 �焼津榛原線 島田吉田線 �4 �62 �○ �53 �○ 

131 �榛原郡吾田町神戸 ��7 �67 �○ �62 �○ 

（※1）4車線以上の市町村道に該当しないため、表Ⅷ－2－（1）の「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」の基準を適用する。
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（注）1基準値及び評価値は、等価騒音レベル（LAe。、単位デシベル価））である。

2　用途地域とコード番号の対応は、以下のとおり。
コード番号 �用途地域 

1 �第一種・第二種低層住居専用地域 

2 �第一種・第二種中高層住居専用地域 

3 �第－－一種・第二種住居地域、準住居地域 

4 �近隣商業地域、商業地域 

5 �準工業地域、工業地域 

6 �工業専用地域 

7 �地域の区分が定められていない地域 

3　市の地区の測定値については各市調べ。
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