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2022年度　第1回運営会議 議事録 TAAF台東 2022.04.18

日時 : ２０２２年　　４月 １８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 鈴鹿美穂 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 役員13/13名

寺田利夫 木村修 監査役2/2名

江幡裕樹 河野有悟 島田政之 熊谷泰幸 名取努 中村和夫 伊藤政則 大島健二

中村栄太郎　陰山日出也 郡山久輝　 大原正昭 栗田幸一 松下充男 高平季佳 高安重一

　　24/全31名

アンダーラインは出席者（ZOOMを含む）

１．確認事項

1） 第1回役員会議事録 2022/4/6開催 資1-1　P1-3 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4年度期首 現時点

正会員 71 事務所 → 71 事務所

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： 2022.02.28 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（R4.3.31現在）

■㈱環境工芸社（岡村佳昌）様の支部入会が決まっている。2022年5月予定。

2） 支部の動き・報告

2021年

14日 (木)

12月 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 中止 金子

ナカムラコーポレーション

エレベーターデポ

令和3年度

台東支部忘年会 役員出席 12名

10月 第1回TASK臨時理事会において新会長大平孝至が選出された
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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

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 18:00〜

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 18:00〜

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 浅草ビューホテル・zoom 18:00〜

7日 (木) 台東区挨拶回り 14:15～ 区役所 金子,松久保,石川,松下,鈴鹿,佐藤,星野

15：00～ 区役所

8日 (金) 第3回第2ブロック会 18：00～ 林野会館 栗田、木村、金子

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) 高久,鈴鹿,星野,佐藤、大平、金子

18日 (月) 台東支部SDGs小委員会 浅草ビューホテル・zoom 17:00〜

18日 (月) 第1回運営会議 浅草ビューホテル・zoom 18:00〜

28日 (木)

5月 21日 (土)

5月 25日 (水)

3） その他報告

・本部理事・本部委員会の動き

a. 理事会 2/14 資1-2　P1 栗田

■本部の収支についての報告。

b. 第2ブロック会 栗田

■半蔵門ミュージアム見学セミナーが開催された。

c. 支部長会 4/6 資1-3　P1-10 金子、栗田

■建築安全支援協会についての報告。

d. 広報委員会 2/14 資1-4　P1-9 松久保

■TAAF本部のHPの改訂版を作成中。携帯でも読み易く、雑誌をめくるように作っている。

e. 会誌専門委員会 2/14,3/14,4/6 資1-5　P1-9 大平

■谷中町歩きの記事が3月号と5月号に掲載。記事を募集している。

鈴鹿⇒今

点検業務打合せ 石川、松下、金子、江幡、佐藤（栗田事務所）

大平、高久、松久保、星野

TASK・TAAF会計監査　18：00～大原、栗田・寺田、木村監査役

本部主催会員交流ゴルフコンペGMG八王子ゴルフクラブ　12名参加予定

Tasnef-Gコンペ坂東ゴルフクラブ　　　　　　　　　　　8名参加予定

TASK定期総会　　　　浅草ビューホテル15：30～

TAAF定期総会　　　　浅草ビューホテル16：15～

TASK・TAAF懇親会　　浅草ビューホテル17：30～
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f. 業務委員会 2/14 資1-6　P1-3 星野

g. 会員委員会 2/14 資1-7　P1-2 高久

■新会員懇親会をzoomで行った。会員の入会数が多い台東支部含めた4支部が表彰された。

h. 青年部会 資1-8　P1-23 石川

■次年度半数以上が引退となり体制づくりが必要となる。

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、60周年記念誌分科会） 佐藤　鈴鹿

■会誌では「建築士の休日」の記事を書く人を募集している。

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 2/14 資1-9　P1-4 陰山→高久

■谷中地区景観形成ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが承認された。

b. 景観審議員 栗田

■朝倉彫塑館の隣のマンション計画について審議があった。

c. 景観アドバイザー 大原

■昨年度は審議が6件あった。

d. 空家等対策審議委員 栗田

・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 資1-19　P1-2 石川

■令和4年度は区とすでに契約し、準備進めている。

b. 区要綱による耐震診断 星野

■昨年度は21件。今年度はHPより問い合わせが木造2件、非木造2件きている。

c. 無料建築相談室 松久保

d. 空き家総合相談 松久保

■無料と空き家それぞれ年4回開催することになった。初回は5月。

f. 構造アドバイザー 佐藤

■区から依頼はきていない。

g. ＨＰ委員会 今

■支部HPにSDGs特設ページを掲載した。

h. 建築ふれあいフェア委員会 鈴鹿

■これから準備していく。

i. 研修担当 鈴鹿

■11月12月あたりに予定。行き先の希望を募集。

j. 台東支部SDGs小委員会 2/14 資1-10　P1-2 佐久間

■SDGsを支部で取り組んでいく。アンケートを支部会員に依頼予定。

４．決議事項
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1） TAAF台東支部総会案内・議決書及び議案書 4/6 資1-11　P1-11 金子

2） TAAF台東支部収支決算・監査報告・収支予算書 資1-12　P1-3 高久

3） TAAF台東2021年度事業報告書・2022年度事業予定表 資1-13　P1-2 金子

TASK社員総会案内・議決書及び議案書 4/6 資1-14　P1-7 金子

TASK収支決算・監査報告・収支予算書 資1-15　P1-2 星野

TASK2021年度事業報告書・2022年度事業予定表 4/6 資1-16　P1 金子

■上記1)〜6)は承認された。

■懇親会の会費は5,000円とする。

法令点検業務委託の課題 4/6 資1-17　P1-2 金子

R4年度　TASK全体事業アンケート 資1-18　P1 金子

その他協議、検討事項

金子

■総会時に表彰と金一封を渡すこととなった。

金子

■大平、金子支部長、佐藤が参加することとなった。

■TASK代表理事の変更届を連休前に台東区に提出する。 大平

■報告として、TASK名義で御徒町パンダ広場の使用許可を得て募金活動を行い、ｳｸﾗｲﾅの動物保護団体へ 鈴鹿

５．今後の予定

2022年

4/25議案書印刷（三岳） 佐久間、金子

5/10（火）出欠確認 5/16（水）最終確認　（ダイリン） 鈴鹿、佐久間

4月 28日 (木) 本部第31回会員交流ゴルフ大会 　　　GMG八王子ゴルフ 12名参加予定 山下

5月 21日 (土）

5月25日 (水) TASK・TAAF台東　定期総会 浅草ビューホテル・zoom

TASK総会 15:30〜

TAAF台東総会 16:15〜

■総会後谷中景観ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝについて台東区より説明がある。 17：00～

■台東区の説明後、台東支部SDGsについてアンケート調査の結果報告を行う。 17：15～

懇親会 17:30〜

■ゴルフコンペへの交通費補助について、浅草界隈からの出席者は自家用車数が少なくレンタカーで乗合参加

　されている方達に対し、レンタカー車1台＠5,000の補助をお願いしたい。

2020年12月末まで

Tasnef-Gコンペ　　　　　　　            　坂東ゴルフクラブ　　　　　　8名参加予定   　山下

4/27議案書発送（三岳）

1・永年勤続表彰について　・中村栄太郎様・加藤和良様の2名

2・台東区との意見交換会の予定　5/9（月）か5/16（月）

■総会案内で協会員各位への文案には、コロナ過で懇親会参加の人数制限の可能性があることを周知する。

　寄付金28万円を渡した。

■当該業務等は過去の作業割振りに捕らわれず、支部員全体に分担して行う事としたい。

■4/6第1回役員会で、今期総会後の懇親会に際しては、コロナ禍の現状、他団体への参加お誘いは取止め

　とする事に決したので、関係各所には連絡済み。懇親会参加人数は浅草ビューHと協議する。

■総会終了当日の台東区景観ガイドラインに関する説明会は17：00～17：15とする。

ZOOMでの公開は行うが、議決権行使はできない。

総会に関する運営については下記とする。

　これらの割振りは石川氏、松久保氏が主として行ってほしい、支部員は協力する事。

8）

9）

4）

5）

6）

7）

■総会終了当日のSDGsについてアンケート調査報告を行う。アンケートは総会案内に同封する。
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6月 8日 (水) 第2回TAAF役員会 三岳事務所 18：00～ 役員

6月 9日 (木) 下町よろず相談会 台東区役所10F1001会議室 10:00〜16:00 大平

7月 8日 (金） 大平

8月17日 (水） 第3回TAAF役員会　 三岳事務所 18：00～ 役員

9月 9日 (金） 大平

9月30日 (金) 鈴鹿

10月 1日 (土） 大平 鈴鹿

10月 2日 (日） 大平 鈴鹿

■飛行機代を早割でとるため、昨年と同じ人数でとりあえず申し込むこととする。 15名

■昨年同様、支部会員全員に参加の声かけする。

12日 (水) 第4回TAAF役員会　 三岳事務所 18：00～ 役員

10月 未定 第2ブロックコンペ（幹事支部台東）予定 山下

10月 未定 TasnefーG　予定　 山下

未定 台東支部研修旅行 場所はできるだけ早く検討 鈴鹿

29日 (火) 台東区災害ネットワーク　 大平

14日 (水) TAAF・TASK忘年会　 協会員

11月

12月

11月

10月

台東区災害ネットワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本全国大会

大平熊本全国大会

熊本全国大会

台東区災害ネットワーク


