
2021年度　第4回役員会議 TAAF台東 2021.10.14

日時 : ２０２１年 １０月 １４日　１８：３０ｐｍ～

場所 : 浅草ビューホテル＋zoom

出席者 : 金子幸司 高久新一 大平孝至 杉本由美子 星野明広 佐藤博昭 松久保秀昭 山下直久

石川昴 今知亮 鳥山暁子 佐久間達也 鈴鹿美穂 出席 12/13

相談役： 栗田幸一 相談役 1/2

監事： 木村修 寺田利夫 監事 2/2

■15名参加（リアル13名） 参加者確認 アンダーラインは出席者（ZOOMを含む）

１．確認事項

1） 第3回役員会議事録 資４-1　P1-４ 佐久間

■9/7の本部主催建築相談が10/19に延期されたことを訂正。

２.会務報告

1） 支部会員数 令和3年度期首 現時点

正会員 69 事務所 → 68 事務所

入会： 2021.01.13 ㈱小林達夫設計工房 小林達夫 1月理事会

令和3年度 退会： 2021.03.31 ㈱シーデイーエム 関口　透 3月理事会

退会： 2021.04.14 ㈱アークス 阿部昌吾 4月理事会

入会： 2021.06. アークス 阿部昌吾

特別会員 1 名

協力会員 14 社

友の会会員 3 名 計 86 名

2） 支部の動き・報告

4月 14日 （水） TAAF・TASK監査 パッソン 大原、金子、郡山、松下、高久、鈴鹿、星野、木村

16-17（金-土） 支部研修旅行　箱根・富士屋ホテル 延期

19日 (月) 令和3年度第1回役員会 パッソン・zoom

23日 (金) 令和3年度第1回運営会議 中村設計・zoom

23日 (金) 令和3年度第1回TASK理事会 中村設計・zoom

5月 21日 (金) 令和3年支部総会・TASK総会 浅草ビューホテル

26日 (水) 区への役員挨拶 区役所1階 金子、木村、大平、鈴鹿

6月 2日 (水) 谷中まち歩き研修-台地・寺町エリア- 上野桜木会館 12名参加

3日 (木) 下町よろず相談会　中止 区役所1階 大平

21日 （月） 都建築士事務所協会 総会 明治記念館 栗田、木村、金子、陰山

7月 2日 (金) 台災ネット定例会議

5日 (月) 区への中元挨拶 金子、星野、寺田、大平

5日 (月) 台東区主催技術講習会

8日 （木） 金子

2021/8/12開催

金子、大平

金子、大平他15名参加

3消防中元挨拶



16日 (金) 谷中まち歩き研修-低地エリア- 日暮里駅 11名参加

8月 12日 （木） 第3回支部役員会 浅草ビューホテル・zoom

12日 （木） 第2回運営会議 浅草ビューホテル・zoom

9月 17日 支部長会議 金子

■10/19に延期

23・24・25日 建築ふれあいフェア　中止（web開催） 新宿西口地下広場

10月 1～３日 全国大会　中止 熊本

■キャンセル料29,040円は支部で負担する。 金子、高久

10日 下町よろず相談会 区役所10階 金子、木村、大平、鈴鹿、佐久間

13日 本部ゴルフ大会 GMG八王子GC 山下

■来年4/28に延期

12日

14日 第4回支部役員会 浅草ビューホテル・zoom

3） その他報告

・本部理事・本部委員会の動き

a. 理事会 資4-2　P1-12 栗田

■建築士事務所の登録数減ってきている。廃業の数増えてきている。

b. 第2ブロック会 金子

c. 第2ブロック支部長会 金子

■9/9に行われた。年3回行う予定。

d. 広報委員会 資4-3　P1-6 松久保

■本部HPの更新に向けて進めている。

e. 会誌専門委員会 資4-4　P1-9 大平

■コア東京に絵や文を掲載したい人は、大平さんまで連絡。

f. 業務委員会 資4-5　P1-6 星野

■特定建築物定期調査の講習が来年2/2に行われる。

g. 会員委員会 資4-6　P1-6 高久

■支部間の移籍の届出の、書式内容の問題について。 金子

h. 青年部会 資4-7　P1-3 石川

■11/13　BBQ大会、10/15申し込み締切。正会員であれば参加可能。

■11/17　忘年会　コロナにより中止の可能性もある。

i. その他委員会　 各担当

j. 日事連　専門委員会（構造技術、会誌編集） 佐藤　鈴鹿

■特になし

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 陰山

■陰山さん入院され、退院した。お見舞い金の用意あり。 金子

b. 景観審議員 栗田

■開催された。

c. 景観アドバイザー 欠.大原

第2ブロック会議 ホテル東京ガーデンパレス



d. 空家等対策審議委員 栗田

■開催は未定。

・台災ネットの報告 大平

■10/10よろず相談会では相談者が5組あった。コロナ対策の上行われた。

■忘年会の誘いが来るかもしれない。参加費は支部で負担する。

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 石川

■報告書を作成中。

■アスベスト調査について仕上表作成業務の見積書を提出した。来年度は行われない。

■吉田屋酒店について構造調査の見積書を提出した。

b. 区要綱による耐震診断 資4-8　P1 星野

■表中の川島を鈴鹿に訂正。

c. 無料建築相談室 松久保

■コロナ禍により開催していない。

d. 空き家総合相談 松久保

■10/19に上垣内さん区役所10階にて行う。

■10/19同日に本部主催の相談会を区役所5階にて行う。

　相談員は午前：金子、佐久間　午後：大平、佐々木

f. 構造アドバイザー 佐藤

■施設課、建築課からの依頼はなし

g. ＨＰ委員会 今

■最新が掲載されているように各担当が更新すること。

■HPドメインの契約について引き続き3年間の更新を行った。

h. 建築ふれあいフェア委員会 鈴鹿

■Webで行う予定。台東支部からの出展はP52の写真と文を掲載。

i. 研修担当 鈴鹿

■9/28にNX本社ビル見学を行った。参加者は8名。

■箱根研修旅行を延期しているが、コロナの感染状況見て開催を検討する。

　2ヶ月前に予約しなければならない。2月開催目標でHISと調整する。

　参加費は一人当たり2万円を支部より支出する。

４．決議事項

1） 12月16日支部忘年会 場所：浅草ビューホテル 司会者：杉本（レクチャー：高久） 金子

受付：鈴鹿、今、石川 席次表：大平、佐久間

出席者：役員、相談役、幹事、R3新会員

■新入会員には支部長から声かけする。

■16:00〜役員会、16:45〜運営委員会、17:30〜忘年会

■グルスケにて案内を出す。



2） 令和4年1月21日新年会 場所：浅草ビューホテル 司会者：松久保 金子

受付：鈴鹿、今、石川 席次表：大平、佐久間

■出席者：コロナの状況に臨機応変に対応する。立食開催の場合はメールにより案内。

■部外者には金子、高久、大平でアポをとる。

3） 支部変更届の了承について 資4-9　P1 金子

■変更届は了承された。

4） 本年の予算執行状況　TAAF/TASK 高久・星野

■年度末までに本部より収入がある。来年の研修旅行などの費用にまわす。 高久

■社会貢献活動費として本部より５万円支給される。 木村

■TASKの出費は雑費程度。 星野

5） 支部のSDGsへの取組みについて 資4-10　P1-2 佐久間

■SDGs小委員会の発足は承認された。以下参加メンバーを募った。

金子、大原、大平、杉本、鈴鹿、松久保、今、石川、佐久間

6） 10月19日本部主催建築相談会について 資4-11　P1 鈴鹿

■金子支部長から本部へ開催することを連絡。本部からの予算がある。 栗田

■開催名は「台東　まちの建築・耐震相談会」としたい。 鈴鹿

５．今後の予定

10月 19日 本部主催建築相談会 区役所5階 金子、大平、佐々木、佐久間

10月 22日 第2ブロックゴルフ大会 常陽CC 山下

■参加費10,000円(2,000円/人)を支部が負担。交通費2,000円/人は別に支給。 木村

30日 Tasnef-G大会 東京国際GC 山下

■交通費2,000円/人を支給。

12月 16日 第５回支部役員会

第3回運営会議・忘年会

1月 台東区新年会

■台東区の新年会には金子、大平が参加。日程は未定。 金子

新年挨拶回り

■金子、高久、大平、松久保、星野の５名で対応する。日程は未定。 金子

台東区耐震相談会

21日 建築士事務所協会 台東支部新年会 浅草ビューホテル

建築士事務所協会 新年会

2月 4日 台災ネット定例会議

16日 第６回支部役員会

3月 区との意見交換会


