
2020年度　第6回役員会議 TAAF台東 2021.02.10

日時 : ２０２１年２月１０日　１８：００ｐｍ～

場所 : 浅草ビューホテル４階

出席者 : 木村修 松下充男 高久新一 寺田利夫 高安重一 杉本由美子 大平孝至 高平季佳

佐藤博昭 星野明広 鈴鹿美穂 松久保秀昭 大原正昭 金子幸司

栗田幸一 今　知亮 佐久間達也       アンダーラインは出席者。

■出席者12名。

１．確認事項

1） 第5回役員会議事録 資6-1　P6-1

■第5回役員会議事録の確認をした。

２.会務報告

1） 支部会員数 令和2年度期首 現時点

正会員 66 事務所 → 69 事務所

入会： 2020.02.03 ㈱シーディ―エム 関口　透 2月理事会

入会： 2020.02.13 ㈱建築空間設計 松丸典義 2月理事会

入会： 2020.02.17 太平洋テクノ㈱ 高桑秀喜 2月理事会

入会： 2020.02.18 ㈱シモダイラ 下平一彦/金子智行 3月理事会

入会： 2020.02.20 (有)ウエガイト建築設計 上垣内伸一 3月理事会

入会： 2020.02.22 ㈱川崎建築計画事務所 川崎修一 3月理事会

入会： 2020.02.27 (有)佐々木善樹建築研究室 佐々木善樹 3月理事会

令和2年度 入会： 2020.03.05 ㈱あいかわさとう建築設計事佐藤　勤 3月理事会

退会： 2020.03.26 ㈱メトロプロパティーズ 4月理事会

退会： 2020.05.15 中柳建設㈱ 6月理事会

退会： 2020.06.26 ㈱大建情報システム 6月理事会

入会： 2021.01.13 ㈱小林達夫設計工房 小林達夫 1月理事会

退会： 2021.03.31 ㈱シーデイーエム 関口　透 3月理事会

特別会員 1 名

協力会員 13 社 → 14 社

入会： 2020.03.10 下田エコテック㈱ 垣原俊彦 　

友の会会員 3 名 計 87 名

■支部の会員数の確認　 シィーデーエム様今年度まで退会

2） 支部の動き・報告
4月 14日 (火) 令和２年度第１回役員会 メール会議

21日 (火) 令和２年度第１回運営会議 メール会議

21日 (火) 令和２年度第１回TASK理事会 メール会議

5月 13日 (水） 台災ネットゴルフ会（Tasnef　G.C) 金子、山下、河野、木村

27日 (水） 光岡ビル外壁改修研修会 5名参加

5月 28日 (木） 令和2年社員総会 書面表決 5名参加、43名書面表決=48名参加

6月 10日 (水） 第2回役員会 メール会議 16名参加

第2回運営会議 メール会議 31名参加

7月 3日 (金） 台災ネット定例会議 WEB会議 大平、佐久間、山下、木村

7日 (火） 中元挨拶 高久　木村

8月 12日 (水） 第3回役員会 13名参加

28日 (金） 第2ブロック会 WEB会議 栗田、松久保、鈴鹿、木村

9月 1日 (火) 本部主催建築無料相談会 木村

第3回運営会議 メール会議 31名参加

10月 14日 （水） 第4回役員会 14名参加

24日 （土） Tasnef.GC 名取、関口、神田、金子、河野、高久、山下

11月 22日 （日） 台東区総合防災訓練 中止 木村

24日 （火） 台災ネット運営会議 WEB会議 大平

12月 10日 （木） 第5回役員会 浅草ビューホテル 12名参加



10日 （木） 第4回運営会議・忘年会 浅草ビューホテル 23名参加

1月 7日 (木) 新年挨拶回り 松下、高久、木村

21日 (木) 台東区建築課・耐震相談会 中止

26日 (火) 本部賀詞交換会 中止

28日 (木) 応急危険度判定協議会 中止

29日 (金) 支部新年会 中止

2月 5日 (金) 台災ネット定例会議 メール会議 大平、鈴鹿

10日 （水） 第6回役員会 浅草ビューホテル 木村

■各支部の動きの報告がされ了承された。

3） その他報告

・本部理事・本部委員会の動き

a. 理事会 資6-2　P6-5 栗田

b. 第2ブロック会 木村

c. 支部長会 金子

d. 広報委員会 松久保

e. 会誌・HP専門委員会 大平

f. 業務委員会 島田

g. 青年部会 佐藤

h. その他委員会　 各担当

i. 日事連　専門委員会（構造技術、会誌編集） 佐藤　鈴鹿

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 陰山

b. 景観審議員 栗田

c. 景観アドバイザー 大原

d. 空家等対策審議委員 栗田

・台災ネットの報告 資6-3　P6-13 大平

３．事業報告

・事業の運営 事業の進捗状況

a. 区有施設定期点検 松下

b. 区要綱による耐震診断 寺田

c. 無料建築相談室 ４月-3、５月-×、６月-3、７月-2、８月-3、9月-、10月-4、11月-2、12月-3、1月-×、2月-× 松久保

d. 空き家総合相談 ４月-×、５月-×、６月-×、７月-×、8月-×、9月×、10月×、11月×、12月×、1月×、 松久保

f. 構造アドバイザー 佐藤

g. ＨＰ委員会 今

■各事業の動きの報告がされ了承された。

４．決議事項

1） 支部総会 ■5月21日　浅草ビューホテル3階 資6-4　P6-15 木村

2） TASK総会 ■5月21日　浅草ビューホテル3階 資6-4　P6-24 木村

総会の準備スケジュールを協議決定し了承された

3） ホームページの状況 ■今様から新しいTAAF、HP進捗が報告され了承された 今

サクラサーバーからエックスサーバーに変更年間13.200円（TAA

HPリニューアルは4月上旬の予定、TASK、HPはグルスケに移行

4） デジタル委員会の発足 鈴鹿美穂、大平孝至、杉本由美子、佐藤博昭、松久資6-5　P6-33 鈴鹿

WEB会議システムの構築、機器購入について

■鈴鹿様からWEB会議システムの導入報告され了承された。

導入されたWEBシステムを活用して会議を進行した

今後役員会、研修等はWEBシステムを活用して行う事とする

5） 持続化給付金の使途 資6-6　P6-37 木村

■TASK社員全員に通信機材購入助成金30,000円を支払いを行う事が了承された。



6） 区との意見交換会 中止（建築相談、空き家相談、要綱による耐震診断--個別に報告会） 佐藤

■本部副会長を担任する理事候補者の推薦に木村支部長が確定された

５．今後の予定

3月 区との意見交換会　中止 佐藤

WEB講習・研修 鈴鹿

4月 役員会 木村

運営会議 木村

TASK理事会 木村

16-17（金-土）支部研修旅行 箱根・富士屋ホテル 鈴鹿

5月 21日 (金) 支部総会 木村

TASK総会 木村

■今後の支部の予定が報告され承認された。


