
大家さん大学
当協会相談員が動画配信します

●配信期間中に東京共同住宅協会ホームページをご覧ください●
いつでも、どこでも、お好きなセミナーを選べます。
パソコン、スマホ、タブレットがあれば視聴できます。

ポストコロナ時代の大家さんの必要知識
配信 2022年 8月 30日（火）～
東京共同住宅協会のホームページで視聴できます。
※ホームページ掲載順は下記の通りではない場合がございます。 ※内容が変更となる場合もございます。了承ください。

好評シリーズ

視 聴 無 料

東京共同住宅協会セミナー番組 8月
のご案内

◼騒音トラブル実務編
公益社団法人東京共同住宅協会 資産活用研究室 室長 谷崎 憲一



騒 音

2

このトラブルは、今の時代を反映した社会問題のひとつ。
コロナ渦により、在宅ワークが増えたこと、児童の在宅時間が増え
たことも原因
また、娯楽も外出型ではなく、音楽視聴やDIYなど、自宅で出来
ることも増えてきたことも要因の一つ。
この2年半で、管理会社の騒音クレームの件数は倍増しています。

また、併せてゴミ出しのマナー、宅配便の急増と外食を避けて自宅
食の増加により、ゴミ置き場が足りない問題も出てきて言います。



騒音レベル㏈ 音の種類

極めて
うるさい

120 ・飛行機のエンジンの近く

聴覚機能に異常をきたす
110 ・自動車のクラクション（目の前）

100
・電車が通る時のガード下
・地下鉄構内

90
・カラオケの音（店内中央）

うるさくて我慢できない

・騒々しい工場内

うるさい

80

・パチンコ店内
・地下鉄や電車の車内
・救急車のサイレン
・ピアノの音

70

・掃除機の音

うるさい

・騒々しい街頭
・キータイプの音

普通
60

・普通の会話
・デパートの店内

・40hm/hで走行する自動車の内部

50
・静かな事務所

日常生活で望ましい範囲

・エアコンの室外機

静か

40

・図書館
・静かな住宅地
・深夜の市内

30
・ささやき声

静か・鉛筆の執筆音
20 ・雪の降る音・木の葉のふれあう音

日中生活する中で、一般的にストレスを感じずに暮らせるのが50dB以下

睡眠では、人によっては40dB以下でないと眠れずにストレスを抱えてしまう

受忍限度



分類 詳細機器 騒音レベル【dB】

家庭用機器

掃除機 約60～76

目覚まし時計 約64～75

洗濯機 約64～72

電話のベル音 約64～70

家庭用設備

風呂又は給排水音 約57～75

エアコン 約41～59

換気扇 約42～58

温風ヒーター 約44～56

音響機器

ピアノ 約80～90

エレクトーン 約77～86

ステレオ 約70～86

テレビ 約57～72

その他
犬の鳴き声 約90～100

子供のかけ足 約50～66

家庭用機器や音響機器は騒音と感じられてしまう事が多く、
子どもの足音は気になる人と気にならない人がわかれる

日常生活の中で発生しているdB詳細



◼ 子供の走り回る音、鳴き声・𠮟りつける親の声
◼ 日曜大工（DIY）の音
◼ 楽器・音楽や映画視聴・ゲーム・カラオケ
◼ 大騒ぎ（飲み、ベランダBBQ）
◼ YouTubeの録画の音
◼ ペットの鳴き声
◼ 洗濯機の音
◼ 目覚まし時計の音、掃除機の音
◼ 1階、地階の店舗・ライブハウスなどからの重低音
◼ 行列のできる店の深夜の騒ぎ声
◼ 隣地駐車場のアイドリング音、バイクの空ぶかし

最近の音のトラブル例



同じ音でも伝わり方が違う！
住宅で問題になる騒音は、空気音と固体音の2種類です。
空気音は、外部に音の発生源があり、外壁や界壁、窓などを通過して伝
わってくるものです。
木造やプレハブ住宅のように壁がモルタルや合板などの軽い素材の建物
では壁を通して伝わる空気音も問題になりがちです。
また、鉄筋コンクリートは、遮音性が高いのですが、主に窓やドア、換気口
など開口部からの音が問題になりやすいので安心はできません。
ステレオや騒ぎ声などの空気音も、一度隣の窓から外に漏れた音が再
び自宅の窓から聞こえてくる側路伝搬の影響が大きい。
一方、固体音は、床や配管などが直接振動することで伝わってきます。
モノを落下させたときの衝撃音や足音もその対象です。
いわば建物の一部分それ自体が音の発生源になるので音の伝わり方が
複雑です。給排水管から床や壁へ振動が伝わるなど、思わぬところに音
が響くことがあり、集合住宅での騒音トラブルナンバーワンです。
固体音の中でも、コツコツという軽量衝撃音と子供が飛び跳ねる重量
衝撃音に分かれ、騒音トラブルになりやすいのは重量衝撃音です。



⚫ １番効果のある騒音対策は、
アパートの管理会社である不動産屋に
連絡をすることです！
アパートで問題があったときの対策も、家賃や共益費にしっ
かり含まれているので堂々とクレームをいれましょう！

あるインターネットサイトでの騒音対策では、

現実的には

⚫ 加害・原因元のお部屋には・・・配慮すること

⚫ 被害を訴えるお部屋には ・・・我慢すること

騒音トラブルは、大家さん・管路会社が取り組む領分



①通知文
●月●日●時頃どんな音がしていたか

※全世帯に配布

②電話 原因と思われる部屋へさりげなく電話

③訪問

被害部屋

実際に音の大きさを

聞いてみる

原因部屋

直接お願い口調で話す

賃貸物件の騒音問題化行けるノウハウは、
管理会社がやはり長けている。

原因究明

大家さんと
情報共有

自主管理であっても、大家さんが出ていくのは
トラブルを抱え、当事者になってしまう恐れもある







入居者同士のトラブルに発展しないよう配慮した投函文・掲示文



静かな暮らしを心がけけましょう

いつもマナー良くしていただき
ありがとうございます



防犯カメラ
作動中

騒音にご注意ください



1974年（50年前）8月
神奈川県平塚市の県営団地で、当時46歳の無職の男性が、階
下のピアノの音がうるさいと、33歳の母親と８歳４歳の娘2人、計
３人を包丁で刺し殺した事件。
⚫ 被害者の部屋には、「スミマセンの一言位言え・・・」との、犯人の
走り書きメモがあったといいます。

⚫ 犯人は、犯行後バイクで逃走、３日後に出頭逮捕された。
⚫ 死刑判決が下され、被告自らが控訴を取り下げて死刑判決が
確定、現在96歳、いまだ死刑は執行おりません。

⚫ 実は、この加害者は10年前は、騒音の被害者としてトラブルが
あった過去があり。

⚫ この事件で、都市整備公団（UR都市機構）はスラブ厚さを
12cmから15cmに変更

⚫ ピアノメーカーは、弱音装置を付けるようになった。

騒音トラブルで有名なピアノ殺人事件



2016.4月 尼崎
ハンマー、包丁で襲われ母娘死傷…文化住宅騒音トラブルか、６７歳男逮捕

「ハンマーと包丁を持った男が暴れている」と110番
警察が駆けつけたところ、女性2人が頭や胸などから流血し死亡。
殺人未遂容疑で、１階に住む無職の男67歳を現行犯逮捕。
捜査関係者によると、「２階の音がうるさくて腹が立った」と供述しているという。

2002年7月 宇都宮
２階ベランダで布団たたきをしていた主婦を、隣家の男が｢音がうるさい｣と猟銃で射殺、
被害者の妹にも発砲して重傷を負わせ、自分も猟銃で自殺。
元々は、仲が良かったが、ご近所トラブルから険悪、男は主婦に対して怒鳴ったり、犬猫の糞
やゴミを投げる、ネズミの死骸を糸でつるすなどの嫌がらせがエスカレート。
被害者は、市民相談、法務局人権擁護係、精神保健相談センター、自治会長・副会
長・市の福祉部長、交番、地元警察署、勤務先総務課、公民館無料法律相談、弁護士、
民生委員、新聞社などに必死に相談したが、問題は解決しないどころか、遂には、当事者
双方ともに最悪の結末を迎えてしまった。

騒音トラブルについて、
その後、毎年、数十件も殺人事件が発生

神経過敏・躁うつ病や・精神疾患の方もいるので要注意！



中野区、203号室Hさんと303号室Ｇさんのトラブル事例

警察が出動する騒ぎ



2022.3.9，9:00-12:00 施工
防音タイルカーペット「静床ライト」 実物写真

三重バッキング構造、LL-40

緩衝材施工事例



鉄筋コンクリートスラブ

フローリング

下地材
根太

足音マット

防音タイルカーペット「静床ライト」

根太

根太根太 天井材

上階

下階

今回の施工

簡略図

資料作成2022.4.8

根太（ねだ）
とは・・・床板を受ける横木
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503号室 緩衝材施工
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防音タイルカーペット
「静床ライト」
足音マット
見切り材
施工費
運搬・現場経費



503号室 緩衝材施工レポート

2022.3.9，9:00-12:00 施工

2022.3.9，9:00-12:00 施工 資料作成2022.4.8



資料作成2022.4.8

2022.3.9，9:00-12:00 施工

2022.3.9，9:00-12:00 施工



資料作成2022.4.8

2022.3.9，9:00-12:00 施工



資料作成2022.4.8

2022.3.9，9:00-12:00 施工



資料作成2022.4.8

2022.3.9，9:00-12:00 施工

2022.3.9，9:00-12:00 施工



ベッドの足元対策

ゴム製緩衝材

防音タイルカーペット「静床ライト」

横からの簡略図

After

イメージ

資料作成2022.4.8

2022.4.6，10:00-10:30 施工



資料作成2022.4.8

2022.4.6，10:00-10:30 施工

2022.4.6，10:00-10:30 施工

施工費20万円

入居者Ｇさん
5万円

Hさん
3万円

オーナー様
7万円

管理会社
5万円


