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2022.08.17

日時 : ２０２２年　　８月１７日　１８：１５ｐｍ～

場所 : 三岳企画設計＋zoom

出席者 正/副 金子幸司 大平孝至 高久新一 杉本由美子 星野明広 佐藤博昭 松久保秀昭

石川昂 今知亮 鳥山暁子 佐久間達也 鈴鹿美穂 山下直久

相談役 0/4人 幹事・参与

監事 木村修 寺田利夫

１．確認事項

1） 第2回役員会議議事録 2022/6/8開催 資3-2　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4年度期首 現時点

正会員 71 事務所 → 70 事務所

退会： 2022.2.28 大建工業 今井信之 協力会員

令和4年度 退会： 2022.3. (有)加藤工務店 加藤和良

退会： 2022.3. 國吉設計事務所 國吉正和

入会： 2022.5.1 (株)環境工芸社 岡村佳昌 

退会： 2022.5.25 (株)東京ｽﾃｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ 小川和則

入会： 2022.6.3 (株)MMA DESIGN 南朋子

特別会員 1 名

協力会員 11 名

友の会会員 2 名 計 84 名（R4.8.17現在）

2） 支部の動き・報告

2022年

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〜

TAAF第1回役員会・TASK第1回理事会 浅草ビューホテル・zoom 18:00〜

7日 (木) 新年度台東区挨拶回り 区役所 14:15〜

金子,大平,松久保,木村,石川,松下,鈴鹿,佐藤,星野

8日 (金) 第3回第2ブロック会 林野会館 18:00〜 金子、木村

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 9日 (月)

5月 16日 (月)

5月 21日 (土)

アンダーラインは出席者　リアル(太字)  6人　ZOOM　 4人

　　　2022年度　TAAF台東　第3回役員会議　議事録

　　　正・副支部長　9/13人

　　　監事　　1/2人

　　　　　　0/12人

Tasnef-G坂東ゴルフクラブ　　　　　　　　　山下、金子、木村、今、名取、高久、河野、関口　　　

4/27議案書発送（三岳）

台東区施設課（震災時における・・　施設課坂本課長、雪野氏、災害対策課進藤氏）大平、金子

台東区建築課各種連携業務等の意見交換会について（建築課松崎課長、古川氏）金子、大平、鈴鹿

令和3年度
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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 16:15〜

懇親会 17:30〜

6月 8日 (水)

台東区役所 13:00〜

「施設課の初動対応・避難所等開設・・業務」 金子,大平,佐藤,鳥山,大島,佐々木

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

6月15日 (水) 金子

6月20日 (月) 鈴鹿,金子

7月 4日 (月) 震災時における 台東区役所10F会議室 16：00～ 大平、金子

施設課の初動対応「避難所の建築安全点検」

7月 8日 (金） 大平

7月21日 (木） 台東区＋３消防暑中見舞い 金子、大平、鈴鹿、佐藤、佐久間

8月17日 (水） 三岳事務所 18：00～ 役員

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 資3-3　P1-3 栗田(欠),金子

c. 支部長会 資3-12　P1-31 金子

■本部意見交換会において台東支部の活性化の工夫や具体的業務等を報告した。

d. 広報委員会 資3-13　P1-2 松久保

■本部HPリニューアルの進行について報告。

e. 会誌専門委員会 資3-4　P1-3 大平

■コア東京を台東区の関係部署や台災ネットにて配布している。

■新規本部HPが完成したら、コア東京の記事を載せていく。

■コア東京裏表紙の絵と文を書く人を募集している。連載でも良い。

f. 業務委員会 資3-5　P1-5 星野

■木村さんが東京都主催の省エネ再エネ住宅推進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ会議に参加している。

g. 会員委員会 資3-6　P1-2 高久(欠)

■コア東京の配布について、TAAFのPR活動として助成対象になるよう 大平

検討していただく。

h. 青年部会 石川(欠)

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

■日事連に階段特集として杉本さん、川島さん、鈴鹿さんが寄稿している。 鈴鹿

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 資3-7　P1-2 高久(欠)

支部長会議　　　　　　　　新宿本部　　15：00～

R4年度TAAF・TASK新年度役員、台東区・３消防挨拶 金子、大平、佐藤、鈴鹿、高久、星野

本部総会　　　　　　　　　明治記念館　 13:00～

台東区災害ネットワーク

第3回TAAF・TASK役員会

TAAF・TASK第2回役員会・理事会

　　　　　　出席者29/64(ﾘｱﾙ27,zoom2)

震災時における各種内容について打合せ
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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

■10/8によろず相談会を開催。ｺﾛﾅ対応としてﾘｱﾙとzoomを併用、完全予約制とする。

■場所は台東区役所10F会議室。参加者を募集します。

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(欠)

b. 区要綱による耐震診断 資3-8　P1-2 星野

■組織表の確認。今年度は現在まで4棟行った。

c. 無料建築相談室 松久保

d. 空き家総合相談 松久保

■開催は年４回。次回は11月。来年度の見積書を準備する。

f. 構造アドバイザー 佐藤

■区に見積書を提出する。大平さんに印をもらう。

g. ＨＰ委員会 今(欠)

h. 建築ふれあいフェア委員会 資3-9　P1 鈴鹿

■開催は9/10,11。当日のスタッフを募集中。不用なﾌﾛｰﾘﾝｸﾞを使用したﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで、

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞをカットしてもらうための見積を熊谷さんに依頼する。

■9/10に懇親会を行う。手配は松久保さんが行う。

i. 研修担当 鈴鹿

■行き先は国内とする。候補は鹿児島、香川、伊勢志摩。これからｱﾝｹｰﾄをとる。

j. 台東支部SDGs小委員会 資3-10　P1-4 佐久間

■台東支部で出来そうなことを絞っていく。次回の委員会開催を予定する。

ｋ. 松久保

４．決議事項

1） 熊本全国大会 資3-11　P1-6 大平,鈴鹿

■支部の補助金は一人当たり2〜3万円とし、支部長と会計とで確定させる。

■見学先は鈴鹿さん大平さんで検討する。

■後日報告をお願いします。

その他協議、検討事項 金子

■TAAFからTASKへの振込分、TASKからTAAFへの振込分もある。 星野

５．今後の予定

2022年

9月 2日 (金） 本部主催建築相談会 台東区役所1階 午前・午後 金子,栗田,松久保

■参加者の声かけをする。

9月 9日 (金） 大平

9月10日 (土） 建築ふれあいフェア 新宿駅西口広場 鈴鹿

本部主催の建築相談会台東区並びに相談員への連絡

見積：11万3千円～5千円/人

2）

台東区災害ネットワーク（運営会議）
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9月11日 (日） 建築ふれあいフェア 新宿駅西口広場 鈴鹿

9月30日 (金) 大平,鈴鹿

～

10月 2日 (日） 大平,鈴鹿

10月 5日 (水） 本部ゴルフコンペ 千代田カントリー 山下

■参加者の声かけをする。

10月 8日 (土） 下町よろず相談会 台東区役所10F1001会議室 10:00〜16:30 大平

12日 (水) 三岳事務所 18：00～ 役員

11月 未定 (土） TasnefーGコンペ　予定　 筑波東急GCに問い合わせする（金子） 山下

11月 2日 (水) 第2ブロックGコンペ（幹事支部台東）常総CC 山下

■参加者の声かけをする。

11月 27日 (日） 震災時における 実地訓練

29日 (火) 台東区災害ネットワーク（運営会議） 大平

14日 (水) 第5回TAAF・TASK役員会・第2回運営会議 浅草ビューH 役員,幹事

TAAF・TASK忘年会 浅草ビューH 協会員

■30人前後で予約。金子支部長と鈴鹿さんで調整する。

2023年

1月 未定 台東区新年会 金子

1月 未定 区＋消防新年挨拶回り 金子

1月 27日 (金) 建築士事務所協会 台東支部新年会 浅草ビューH 協会員

■浅草ビューHに予約する。次回役員会にて参加者数や招待者など決定する。 鈴鹿

1月 30日 (月） 本部賀詞交換会 金子

1月 未定 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 高久

15日 (水) 三岳事務所 18：00～ 役員

17日 (金) 三岳事務所 18：00～ 役員

■3/15に支部長会議があるため、3/15より3/17に変更。

3月 未定 区との意見交換会 金子

■松崎課長に確認する。

台東支部研修旅行 鈴鹿

参加予定者　14名

3月下旬〜4月上旬

11月

12月

2月 第6回TAAF・TASK役員会

3月 第7回TAAF・TASK役員会

10月 第4回TAAF・TASK役員会

施設課の初動対応「応急危険度判定」

～

熊本全国大会

熊本全国大会


