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2022年度　TAAF台東　第6回役員会議 議事録 2023.2.15

日時 : ２０２３年　　２月１５日　１８：３０～

場所 : 生涯学習センター+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5回役員会議議事録 2022/12/14開催 資6-4　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

入会： 2022.10.19 (株)地球屋 安藤雅弘 協力会員

特別会員 1 名

協力会員 12 名

友の会会員 2 名 計 85 名（R5.2.15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)

　　　正・副支部長　10/13人

　　　　　　0/12人

　　　監事　　2/2人

アンダーラインは出席者　リアル(太字)  10人　ZOOM  2人

令和3年度

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
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5月 21日 (土)

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

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

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,松久保,河野,相川,佐藤,

9月11日 (日） 建築ふれあいフェア 新宿駅西口広場 鳥山,石川,田村,大平,佐久間

9月30日 (金) 大平,鈴鹿

～

10月 2日 (日）

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10名

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 金子,大平,鈴鹿,佐久間

12日 (水) 第4回TAAF・TASK役員会 生涯学習センター 18：00～ 役員

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12名

11月 20日 (日） TasnefーGコンペ 筑波東急GC 山下 　参加者8名

11月 27日 (日） 震災時における 実地訓練 参加者21名

29日 (火) 台東区災害ネットワーク（運営会議） 金子,木村,大平

 3日 (日） まち歩き研修会東京国立博物館の建築with台東区法曹会 参加者9名+法曹界5名+大川先生

14日 (水) 第5回TASK理事会・TAAF役員会議 浅草ビューH 15:30〜16:15　約15、16名 役員,幹事

第2回運営会議 浅草ビューH 16:30〜17:00　約30名

TAAF・TASK忘年会 浅草ビューH 17:30〜19:30　約30名　 協会員

2023年

1月 5日 (木） 台東区新年会 金子,大平

1月 10日 (火) 区＋消防新年挨拶回り 金子,鈴鹿

1月 20日 (金) 建築士事務所協会 台東支部新年会 浅草ビューH 17:30〜19:30　約50名 協会員

震災時における各種内容について打合せ

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　　　

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

10月

TAAF・TASK第2回役員会・理事会

支部長会議　　　　　　　　新宿本部　　15：00～

本部総会　　　　　　　　　明治記念館　 13:00～

　　　　　　出席者29/64(ﾘｱﾙ27,zoom2)

台東区災害ネットワーク

第3回TAAF・TASK役員会

台東区災害ネットワーク（運営会議）

熊本全国大会

～ 参加者12名

熊本全国大会

施設課の初動対応「応急危険度判定」

11月

12月

12月
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来賓招待　着席式

1月 30日 (月） 本部賀詞交換会 金子,栗田,木村

3日 (金) 不参加

2月 3日 (金) 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～ 高久

15日 (水) 学習センター 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

■業務報酬指針がコア東京に掲載される。事務所登録数は約14000件、278件減った。

■協会ポスターデザインの募集が行われ、4/28締切。応募資格は正会員とその社員。

b. 第2ブロック会 栗田,金子

■2/16に開催されるが、3月に4支部が集まる会が予定されている。

c. 支部長会 金子

d. 広報委員会 資6-5　P1-2 松久保

■本部のサイトがリニューアルしたがPVは現在少ない。

e. 会誌専門委員会 資6-6　P1-3 大平

■コア東京2月号ではｱｰｽﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞさん最後の記事、大島さんが裏表紙書いている。

■コア東京を台東区役所5Fなどに配っており、本部へ会員増強の補助を申請する予定。

f. 業務委員会 資6-7　P1-6 星野

■特記仕様書は完成しDLできるが、CAD化は行わない。

g. 会員委員会 資6-8　P1-5 高久

資6-9　P1-2 栗田

■新人マナー研修会を行う。

h. 青年部会 資6-10　P1-8 石川(欠)

■3/29 18:00〜WEB青年交流会が行われ、鳥山さんが講演する。誰でも参加可。

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

■日本建築防災協会の委員に推薦され、参加している。 佐藤

■会誌の1月号には石川さんが抱負を、2月号には高安さんが記事を書いている。 鈴鹿

・台東区委員会の報告

a. 都市計画審議員 資6-11　P1-2 高久

■用途地域の見直しで台東区にも一部変更がある。

b. 景観審議員 栗田

■子規庵の維持のため、敷地の一部を売却して建築の計画がある。

c. 景観アドバイザー 大原

■共同住宅3件屋外広告物4件、計7件審議を行った。

d. 空家等対策審議委員 栗田

・台災ネットの報告 資6-12　P1 大平

■台災ネットの議事・進行が社労士会からTaaf台東へ引継がれる。皆で取組んでいく。

2月 台東区災害ネットワーク

2月 第6回TAAF・TASK役員会
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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6-13　P1 星野

■今年度は11件だった。

c. 無料建築相談室 松久保

d. 空き家総合相談 松久保

■次回石川さんで今年度は最後となる。

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

■研修旅行の参加者は19名。

■旭化成のALCの工場見学（茨城県境町）を秋に予定する。 大平

j. 台東支部SDGs小委員会 佐久間

４．決議事項

1） R5・6年度(R5.4.1～R6.3.31・R6.4.1～R7.3.31）2年間の支部長含む、役員改選について 金子

■次年度より鈴鹿さんが支部長となることが満場一致で決定した。

台東区景観審議会委員（2年間R5.3.4～R7.3.3） 金子

■栗田さんより金子さんへ引継がれることとなった。

■Taaf幹事として相川佐藤建築設計事務所、MMA DESIGN南さんが参加する。

資6-14　P1 鈴鹿

■Taskから77万円の収入があることを想定して案を作成している。

その他協議、検討事項

■協力会員について会費未納の場合は休会扱いとする。賛助会の規約の中に一文を追加し定款は変更しない。 高久

　会費を払った時に復会することとする。

■コア東京は今後も配布する。区との関係が会員増強につながっていることを理由に助成金を申請する。 大平

■3/20懇親会の参加費は3,000円。 佐藤

■4/22にウクライナのチャリティーを行うためTaskにパンダ広場使用申請の名義を借りる。 鈴鹿

■今後の予定　3/17総会議案のたたき台を提出、4/14運営会議にて議案の確定。 金子

５．今後の予定

2023年

16日 (木) 18：00～金子,栗田,木村,鈴鹿,松久保

21日 (火) 16：00～ 金子,高久

3日 (金) 避難所施設の開設訓練　振返り打合せ 台東区役所5F施設課 16：30～ 大平

17日 (金) 学習センター 18：00～ 予約済み 役員

3月 20日 (月） 台東区都市づくりに関する意見交換会 台東区役所10F1003会議室 15：30～ 金子

懇親会 清澄庭園涼亭 18：00～ 佐藤

2） 2年間の委員改選について

3） 令和５年度予算草案について

4）

2月 第2ブロック会

2月 本部新規会員研修会

3月

3月 第7回TAAF・TASK役員会
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14日 (金) 学習センター 18：00～ 金子

1日 (月） 三岳事務所 16：00～ 金子

17日 (水) 15：30～ 金子

19日 (金) 16：00～ 予約済み 鈴鹿

浅草ビューH 16：40～ 予約済み 鈴鹿

浅草ビューH 18：00～ 予約済み 鈴鹿

15日 (木) 明治記念館 15：30～ 金子

16日 (金) 台東支部研修旅行　香川県2泊3日 鈴鹿

～

18日 (日)

4月 第8回TAAF・TASK役員会・運営会議（議案確定）

5月 議案書印刷　5月2日(火)投函

5月 支部長会議　　　　　　　　　　　　　　 新宿本部

5月 台東支部総会　Task　　　　　　　　 　　浅草ビューH

　　　　　　　Taaf

懇親会

6月 本部総会

6月


