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2021年度　第5回役員会議 議事録 TAAF台東 2021.12.16

日時 : ２０２１年　１２月 １６日　１6：００ｐｍ～

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 12/14

相談役： 栗田幸一

監事： 木村修 寺田利夫

■12名参加 参加者確認 アンダーラインは出席者

2021年度　第3回運営会議

日時 : ２０２１年　１２月１６日　１6：45ｐｍ～

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 鈴鹿美穂 松久保秀昭

山下直久 石川昂 今知亮 鳥山暁子 佐久間達也

大原正昭 栗田幸一 寺田利夫 木村修 陰山日出也 郡山久輝　 松下充男 高平季佳

高安重一 島田政之 熊谷泰幸 名取努 中村和夫 伊藤政則 大島健二 江幡裕樹

河野有悟 中村栄太郎　

■15名参加 参加者確認 アンダーラインは出席者

１．確認事項

1） 第4回役員会議事録 資5-1　P1-４ 佐久間

■前回役員会議事録を確認

２.会務報告

1） 支部会員数 令和3年度期首 現時点

正会員 68 事務所 → 70 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： 2021.04.14 アークス 阿部昌吾

入会： 2021.10.14 原電エンジニアリング㈱ 小暮一夫

入会： 2021.12. ㈱川辺直哉建築設計事務所川辺直哉

退会： 予定 2021.12.14

退会： 予定 2021.12.14

退会： 予定 2021.12.14 高橋恒雄

特別会員 1 名

協力会員 12 14名−２ 議事録は会議後3⽇以内に送付。
友の会会員 2 3名-1 計 85 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

エレベーターデポ

2021/10/14開催

ナカムラコーポレーション
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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

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 (金) 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 (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

12日 (火)

13日 (水) 本部ゴルフ大会 GMG八王子GC 山下

■来年4/28に延期

14日 (木) 第4回支部役員会 浅草ビューホテル・zoom

19日 (火) 支部長会議 金子

19日 (火) 本部主催建築相談会「台東 まちの建築・耐震相談会」 金子、大平、佐々木、佐久間

11月 25日 (木) 第1回台東支部SDGs小委員会 金子、大平、松久保、杉本、鈴鹿、今、石川、佐久間

16日 (木)

3） その他報告

・本部理事・本部委員会の動き

a. 理事会 資5-2　P1-9 栗田

■受賞者の入会会員が各支部へ配分された。

b. 第2ブロック会 栗田

c. 支部長会 (第2回、第３回) 資5-3　P1-34 金子

■グレーゾーン木造住宅のアンケートが今後送られてくる。担当：星野

　栗田、星野とで台東区と打ち合わせする。

d. 広報委員会 資5-4　P1-5 松久保

12月 台東支部忘年会 役員出席 12名

第2ブロック会議 ホテル東京ガーデンパレス

金子、大平

金子、大平他15名参加

3消防中元挨拶
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e. 会誌専門委員会 資5-5　P1-3 大平

■台東支部第２回谷中まち歩きの記事は3月号掲載予定。

f. 業務委員会 資5-6　P1-7 星野

g. 会員委員会 資5-7　P1-4 高久

■新人など社員のための研修がある。

■3/15に新会員懇談会があり、支部長と新会員は参加する。

h. 青年部会 資5-8　P1-10 石川

■忘年会、新年会共に中止となった。

■入会者を募集している。

i. その他委員会　 各担当

■特になし

j. 日事連　専門委員会（構造技術、会誌編集） 佐藤(欠)　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

■谷中地区のガイドライン案が区から提案があり、各委員の質疑を経て、次回決定する。

b. 景観審議員 栗田

■ギャラリーエフが解体することになり、図面や写真を残すこととなった。

c. 景観アドバイザー 大原

■隔週で審議している。台東区の景観条例に沿って審議、提出者とやりとり行っている。

d. 空家等対策審議委員 栗田

■開かれていない。

・台災ネットの報告 資5-9　P1-8 大平

■10/10によろず相談会を開き建築の相談は6件、パーティションを立てて対面で行った。

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

■今年度の業務は来年1月に完了の予定。

b. 区要綱による耐震診断 星野

■今年度は現時点で20件。

c. 無料建築相談室 松久保

d. 空き家総合相談 松久保

■今月は行われ、担当は今さん。これから開催される方向。

f. 構造アドバイザー 佐藤(欠)

g. ＨＰ委員会 今

■今後SDGs取り組みをHPに掲載していく予定。

h. 建築ふれあいフェア委員会 鈴鹿

■本部HP上にて3/31まで公開。台東支部では大平さんの写真が掲載されている。

i. 研修担当 資5-10　P1-8 鈴鹿
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■研修旅行の参加者は18名(小学生1名含)。コロナの状況をみて1/18までに決定する。

　酒代等@5,000円として費用は@80,000円で進めている。シングル室は@+35,000円。

　支部からの補助は@20,000円。出席者10/18名により承認された。

　旅行の行程は富士屋旅館でゆっくりできるように組み直している。

■SDGsの研修として会員向けにJICA展示の見学会を企画しており、日程は2/8とする。

j. 台東支部SDGsを考える 資5-11　P1-2 佐久間

■SDGs小委員会の委員長は佐久間とする。

■SDGsが会員に浸透していくようにしたい。会員へのアンケート実施を予定している。

■SDGs特設ページをHPへ掲載する費用について、次回役員会に見積もりを提出する。

４．決議事項

1） 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：星野、今、石川、山下、杉本 席次表+案内：大平、佐久間、鳥山（金子、木村）

■コロナの状況に臨機応変に対応する。

■部外者には金子、高久、大平でアポをとる。

2） HP上へのSDGs特設ページの開設、SDGsアンケートの実施 佐久間

その他協議、検討事項 資5-12　P1 金子

■TASK初代代表理事を務め退任の中村栄太郎さんへ、感謝状と御礼金5万円を 金子

　新年会の際にお渡しする。

■zoom契約を継続することとする。 金子

■郡山さんが怪我からリハビリを経て、今月末に退院する予定。 陰山

５．今後の予定

1月 台東区新年会 金子

■開催なし

6日 新年挨拶回り 金子

■出席者：金子、高久、大平、松久保、星野　５名。1/6 10:00 1Fロビー集合

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 開始17：30

26日 令和３年度台東区被災建築物応急危険度判定員協議会　総会18：00～19：30 高久

■台東区への連絡は高久さんが行う。

26,27日 台東区耐震相談会(無料建築相談) 松久保

■1/26午前：鈴鹿,今　午後：山下,石川　1/27午前：松久保,佐久間　午後：大平,星野

31日 建築士事務所協会 新年会 金子

■出席者：金子、高久、大平、松久保　4名。

未定 台東支部SDGs小委員会 佐久間

2月 4日 台災ネット定例会議 大平

8日 支部研修JICA展示見学会 石川、鈴鹿

14日 第６回支部役員会

3）

　鈴鹿氏は研修に不参加となるため、箱根研修旅行についての幹事長は今氏に引き継ぐ。

　JICA研修会幹事長は石川氏とする。

次期会長は高久氏
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■2/16より2/14へ変更。高久さん会場予約。

15日 第2ブロック研修会 半蔵門ミュージアム見学セミナー 金子

18,19日 令和2年度支部研修旅行（箱根・静岡）

3月 区との意見交換会 金子

■金子支部長より後日連絡。

鈴鹿⇒今


