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2021年度　第7回役員会議 議事録 TAAF台東 2022.03.14

日時 : ２０２２年　　３月 １４日　１８：００ｐｍ～

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

石川昂 今知亮 鳥山暁子 佐久間達也 鈴鹿美穂 出席12/16

相談役： 栗田幸一

監事： 木村修 寺田利夫 アンダーラインは出席者

１．確認事項

1） 第6回役員会議事録 資7-1　P1-5 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 → 71 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2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

退会： 2021.12.14 辻龍志 協力会員

退会： 2021.12.14 廣田高芳 協力会員

退会： 2021.12.14 高橋恒雄 高橋恒雄 友の会

入会： 2021.12. ㈱川辺直哉建築設計事務所 川辺直哉

入会： 2022.01.18 ㈱ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 戸辺和美

退会： 2022.2.28 大建工業 今井信之 協力会員

特別会員 1 名

協力会員 11 名(14-3)

友の会会員 2 名(3-1) 計 85 名（R4.3.14現在）

2） 支部の動き・報告

2021年

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

2022/2/14開催

ナカムラコーポレーション

令和3年度

エレベーターデポ
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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 10/19に延期 金子

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 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 来年4/28に延期 GMG八王子GC 山下

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) 第5回支部役員会 浅草ビューホテル・zoom

16日 (木) 第3回運営会議 浅草ビューホテル・zoom

16日 (木)

2022年

1月 台東区新年会 金子

■開催なし

6日 (木) 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 (金) 建築士事務所協会 台東支部新年会　中止 浅草ビューホテル 開始17：30

26日 (木) 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 (水木) 台東区耐震相談会(無料建築相談) 松久保

■1/26午前：杉本,小出　午後：山下,石川　1/27午前：栗田,佐久間　午後：大平,星野

31日 (月) 本部賀詞交換会　中止 金子

2月 4日 (金) 台災ネット定例会議 zoom 金子、大原、大平

8日 (火) 支部研修JICA展示見学会　延期 石川、鈴鹿

14日 (月) 第６回支部役員会 浅草ビューホテル・zoom

2月 15日 (火) 第2ブロック研修会 半蔵門ミュージアム見学セミナー　延期 金子

18,19日 (金土) 令和2年度支部研修旅行（箱根・静岡）　中止

3月 14日 (月) 第7回役員会議 浅草ビューホテル・zoom

12月

鈴鹿⇒今

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

次期会長は高久氏

台東支部忘年会 役員出席 12名
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3） その他報告

・本部理事・本部委員会の動き

a. 理事会 栗田(欠)

b. 第2ブロック会 栗田(欠)

c. 支部長会 金子

d. 広報委員会 松久保

e. 会誌専門委員会 資7-2　P1-3 大平

■東京ｺｱ4,5月号に谷中まち歩き鈴鹿さん寄稿文掲載予定。

f. 業務委員会 星野

g. 会員委員会 高久

h. 青年部会 石川

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、60周年記念誌分科会） 佐藤　鈴鹿

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 陰山(欠)

b. 景観審議員 栗田(欠)

c. 景観アドバイザー 大原(欠)

d. 空家等対策審議委員 栗田(欠)

・台災ネットの報告 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 石川

b. 区要綱による耐震診断 星野

c. 無料建築相談室 松久保

d. 空き家総合相談 松久保

f. 構造アドバイザー 佐藤

g. ＨＰ委員会 今(欠)

h. 建築ふれあいフェア委員会 鈴鹿

i. 研修担当 鈴鹿

j. 台東支部SDGs小委員会 佐久間

４．決議事項

1） 総会までの打ち合わせ確認 資7-3　P1-2 金子

■

■ 総会後の懇親会への招待客有無について検討の結果、本部、他の団体等でも最近は中止、延期の選択を鑑み、

■ 総会出欠案内は全員(TAAF台東71名TASK56名 2022.3.14時点)に連絡。

懇親会の出欠案内は役員+幹事+監事+顧問+相談役+参与31名とする。

R4年2月14日（浅草ビューH）役員会日程確認。

コロナウイルス万延が防止されていない現状、台東支部でも今回招待客は無しとする。
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■

（FAXとｽｷｬﾝ+メールの両方オーケーとする）

■

2） TAAF台東支部総会議案書 資7-4　P1-9 金子

■

お見舞い　松下充男記入。新年会取止め➡忘年会開催

3） TASK社員総会議案書 資7-5　P1-5 金子

■

4） TAAF台東支部会計報告 資7-6　P1-3 高平

■

■ 浅草ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙでの開催を減らしその分を研修費に充てる。

5） TASK会計報告 星野

■

■ 次年度は借入しない方針。点検業務に必要なものの購入を検討。

TAAF台東支部事業報告・事業予定 資7-7　P1-2 金子

■

TASK事業報告・事業予定 資7-8　P1 金子

■

TASK・災害時における区有施設の初動対応整備・応急危険度判定「防災協力会」 資7-9　P1-12 金子

■ 判定方法に関する説明会が開かれる予定。（ﾗｲｾﾝｽとは別） 金子

■ 一級建築士事務所の所員は資格無くても班員にできることとする。 大平

その他協議、検討事項

■

但し、5/25の総会までは浅草ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙの変更は無し。

５．今後の予定

2022年

3月 区との意見交換会　 2021年度内は中止 金子

4月 6日 (水) 台東支部SDGs小委員会 浅草ビューホテル・zoom 17:00〜

6日 (水) 第1回役員会・TASK第1回理事会 浅草ビューホテル・zoom 18:00〜

12日 (火) 第2ブロック研修会 半蔵門ミュージアム見学セミナー 15:00〜17:00 鈴鹿

14日 (木) TAAF台東・TASK会計監査 金子,寺田,木村,大原,栗田,高久,星野,佐藤,鈴鹿

18日 (月) 第1回運営会議 浅草ビューホテル・zoom 18:00〜

4/25議案書印刷（三岳） 大平,鈴鹿、佐久間

5/10（火）出欠確認 5/16（水）最終確認　（ダイリン） 鈴鹿、佐久間

5月25日 (水) TAAF台東・TASK総会 浅草ビューホテル・zoom

TASK総会 15:30〜

TAAF台東総会 16:30〜

懇親会 17:30〜

6）

新年度の役員会等開催場所は三岳事務所とし、コロナの状況を鑑みて、ZOOM開催とし、リアル参加は6～8名とする。

4）建築物定期点検　83施設　　5）区要綱による耐震診断　21件　　６）理事会　1回

資料7-6差替え有り

別添資料、未収未払いなど訂正ある為後日提出する。

資料7-7　朱書部分の各担当者は日程等予定を埋める事、できるだけ速やかに金子支部長に返信する。

資料7-8　日程等空白等は各担当者が埋める事、できるだけ速やかに金子支部長に返信する。

4/27議案書発送（三岳）

7）

9）

8）

事業報告　1）無料相談業務　4回×2名＝8名　　2）構造アドバイザー業務　0回　　3）空家相談業務　2回×2＝4人　　

総会通知（出・欠）、総会議決（賛・否）は副書記佐久間達也を担当者とし、大平理事、金子支部長と連絡を緊密にする。

役員は2/14提示のTAAF・TASK総会チェックリストを再確認の上履行する。

定足数の確認は高久新一➡佐久間達也に変更・議長名及び議事録著名人記入は不可。


