
 

第６回 DAAS運営委員会  

 

□日 時：  2008年７月25日（金）  午後２時〜４時 

□場 所： （社）日本建築士会連合会 会議室  

  〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5階 

 

 

□議 事： 

［審議事項］ 

 議案１   2007年度 活動計画・活動報告の件 

    １）DAASコンテンツの整備       

    ２）補助金事業・表彰作品のデジタル化収蔵について   

    ３）Webの改修について  

 

 議案２   総会開催の日時について 

    日時：2008年10月31日（金）午後２時～ 

    場所：（財）ベターリビング１階会議室  

 

 議案３   理事・役員選任について 

 

 議案４   事務局移転に関する件  

 

 議案５  次回運営委員会開催予定について  

    2008年9月下旬を予定  

   

□配布資料： 

 資料１－１ 特集企画 VIDEO掲載報告・撮影予定    

 資料１－２  コンテンツスケジュール案    

 資料１－３  建築写真家協会送付資料 

 資料１－４  建築・まちなみ及びその記録の保全に関する調査・広報事業 企画（案） 

 資料１－５  建築まちなみデジタル博物圖館 見取り図     

 資料１－６  事業費執行額内訳 

 資料２  総会開催案内文章（案） 

 資料３－１  DAAS理事・役員名簿 

 資料３－２  運営委員会選出会員名簿 

 資料４－１  事務局移転資料   

 資料４－２  事務局名簿 

  

 第５回運営委員会 議事要旨 



 

 

特集企画 VIDEO 掲載報告・撮影予定 

 

 掲載ページ 出 演（予 定） 内 容 作成年月日

１ 活動紹介 

ビデオ 

日本建築学会会長      

村上周三氏 

日本建築士会連合会会長  

宮本忠長氏 

新建築社 取締役社長  

吉田信之氏 

東京藝術大学 名誉教授  

奥村昭雄氏 

ライト建築アーカイブス日本 代表理事  

森晃一氏 

日本放送協会マルチメディア局長  

上田千秋氏 

ライト建築アーカイブス日本 副代表理事  

南迫哲也氏 

建築家 

Richard Rogers 氏 

隈研吾氏 

 2005 年 10 月

２ 特集企画 槇文彦氏（DAAS 理事長） 

 

インタビュー  

代官山ヒルサイドテラ

スの空間を語る 

2006 年 12 月

３ イベント報告 菊竹清訓氏 4k 映像システム 

高精細建築画像の夕べ 

2007 年 5 月

4 イベント報告 撮影取材 清家清作 

「宮城教授の家」 

2007 年 5 月

5 イベント報告 デジタル卒業設計大賞 2007 応募作品一覧 

 

2007 年 9 月

6 イベント報告 デジタル卒業設計大賞 2007 

隈研吾氏 講評会  

受賞者との懇親会風景 2008 年 3 月

7 特集企画 

 

池原義郎氏 

 

(作品を語る) 2008 年６月

撮影完了

8 特集企画 

 

林昌二氏 (作品を語る) 2008 年７月

撮影打合中

9 特集企画 

 

難波和彦氏：DAAS 理事 

 

(作品を語る) 2008 年８月

撮影決定

10 特集企画 

 

（古谷誠章氏：DAAS 理事） 

 

(作品を語る) 2 008 年 月

 

 

<資料１－１>
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○ 2006 年度 ビデオコンテンツ撮影報告 

 

 

 ■池原義郎氏 ビデオ撮影報告 

 

 日 時：2008 年５月 27 日（火）13：00～ 

 場 所：池原氏自邸（松が丘の家 設計：池原研究室 1986 年） 

 イ ン タ ビ ュ ア ー：(株)新建築社 橋本氏 撮影：東京サウンドプロダクション 

 事 務 局：武藤  

 

 概 要： 

 埼玉県所沢市の池原義郎氏自邸で、インタビューの様子をビデオ撮影させてい

ただいた。幼少時代の環境、大学へ進学し建築家を志した経緯、研究室で作品を

発表し、所沢聖地霊園などの初期代表作が完成するまでのご自身の歴史を語って

頂いた。 

 

代表作品の所沢聖地霊園の撮影も終了し、現在、ウェブ掲載のための編集作業が

すすんでいる。 

 

 

○ 2007 年度 ビデオコンテンツ撮影報告 

 

■難波和彦氏 ビデオ撮影打合せ報告 

 

 日 時：2008 年７月９日（水）19：30～ 

 場 所：難波和彦＋界工作舎 

 イ ン タ ビ ュ ア ー：(株)新建築社 橋本氏 撮影：東京サウンドプロダクション 

 事 務 局：運営委員会副委員長 南、武藤  

 

 概 要： 

 難波和彦氏の事務所にて、インタビュー内容についての打合せを行った。 

撮影日は 2008 年 8 月２日（土）に決定。撮影場所は打合せ同様、難波氏の作

品でもある、難波和彦＋界工作舎で行うこととなった。 

今回は難波氏の学生時代の 60 年～70 年代の話を中心にお話を伺う予定である。 
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上旬

中旬 DAAS賞懇親会

下旬

上旬 事務局会議（予定）

中旬

下旬 運営委員会告知

上旬 事務局会議（予定）

中旬

下旬 運営委員会 4/25  　　運営委員会

上旬 事務局会議（予定）

中旬  

下旬

2008年4月

2008年5月

備考
古谷誠章氏 けんちくアーカイ部

デジタル
卒業設計大賞林昌二氏

　　コンテンツ整備スケジュール　案

イベント
写真家協会

2007年度
池原義郎氏 建築語ログ

リレーブログ平塚かつらさん
コラム掲載

難波和彦氏

2008年3月

DAAS VIDEO
2006年度予算分日　程

2008年2月

本年度の撮影者を決定

インタビュー日時

は新建築社に併

せて行う予定

調整中

5/27(火）撮影。

執筆依頼

2/22打合

<資料１－２>

撮影内容の検討：

池原先生自邸か

聖地霊園にて。イ

ンタビュー内容は

橋本氏と打合せ

（新緑の頃）

撮影依頼文章送付

第一回原稿受取 五十嵐太郎氏

原稿受取

斎藤理氏ご紹介

世話人会

名簿受領

募集形式検討

審査員決定

告知開始

上旬 事務局会議（予定）

中旬

下旬 運営委員会告知

上旬 事務局会議（予定）

中旬  

下旬 運営委員会 7/25  　　運営委員会　総会告知

上旬 事務局会議（予定）

中旬 　

下旬 運営委員会告知

上旬 事務局会議（予定） 　

中旬

下旬
運営委員会
（総会議案審議）

上旬 事務局会議（予定）

中旬

下旬 総会・理事会 10月31日総会／理事会

2008年10月

2008年6月

2008年7月

2008年8月

2008年9月

8/2事務所にて
撮影予定

作品撮影予定 アンケート受領

7/9撮影の打合 第二回依頼中

校正完了

斎藤理氏

原稿受取

加藤耕一氏

のご紹介

協力依頼と

アンケートの送付

募集開始
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1 
 

 
建築写真家協会  
世話人会 
         様 
 
 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（ＤＡＡＳ）事務局  
 

DAAS ウェブにおける 
建築写真家及びその作品の紹介へのご協力についてのお願い 

 
拝啓 
 初夏の候、ますますご発展のほどお喜び申し上げます。 
 
 小川泰祐様にご紹介を頂き、ご連絡をさせて頂きました建築・空間デジタルアーカイ

ブスコンソーシアム（DAAS）事務局の武藤と申します。 
 
 DAAS は、槇文彦先生を理事長とし、優れた建築物の記録をデジタル保全し、インタ

ーネットで広く紹介することで建築に関する文化の普及、振興を図ることを目的とする

団体です。建築学会誌の５月号に当団体の紹介を掲載させて頂きましたのでコピーを同

封させて頂きます。よろしければご覧ください。 
 
 このたび、日本の建築写真家の方々、及びその御作品を私ども DAAS のホームペー

ジで紹介させていただきたいと考え、小川様に相談申し上げたところ、小川様からは、

趣旨は理解するが主要な会員の方々に説明し、ご意見を伺った方が良いとのご助言をい

ただき、ご連絡をさせていただきました。 
 
 DAAS が現在、建築写真家の皆様の協力をいただき、計画をさせて頂く企画について

は概ね以下のように考えております。 
 
① 「建築写真」の文化的価値や写真家の方々の思いを DAAS ウェブにてご紹介する。 
②  趣旨にご賛同いただける建築写真家の方々のお名前と簡単なプロフィール、撮影さ

れた主な建築写真のリストなどをウェブページに掲載させて頂く。（可能な場合は、

サムネイル版（ごく小さな写真サンプル）も掲載。）。掲載については無料とさせて

頂き、ホームページを閲覧した人が、リストにある写真を出版物等に利用したい場

合は（写真家の方から要請があれば）DAAS で写真家の方のご紹介をする。取り次

<資料１－３>
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2 
 

ぎ事務などについて、経費等が発生する場合については相談させて頂く。 
③ 写真家の方々が保有する劣化等が進んだ貴重な写真で、急ぎ保全を要するものにつ

いては、DAAS の費用でデジタル化保全の協力をさせて頂く。（DAAS の費用で保

全したものは、DAAS 自身による利用に係る著作権料は無償とさせていただきたい

と考えています。） 
④  新築・既存の優良な建築物について、DAAS から、写真家の方々に撮影を依頼す

る。 
 
ウェブページの①と②につきましては具体的なイメージが必要かと思いましたので、ペ

ージイメージを作成させて頂きました。また、小川様へご説明させて頂いた内容をまと

めましたので、併せて同封させて頂きます。ご参照いただけましたら幸いです。 
 
以上が、勝手ながら私どもの企画の内容となります。写真家の皆様がどのようなご意

見か御伺いしたいと存じますので、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、同封の書

式にご記入いただき、返信用封筒で７月末日を目処にご返送いただきたく、なにとぞ、

よろしくお願い申し上げます。 
敬具 

 
平成 20 年６月吉日 
 
 
 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム事務局  
武藤 

〒113－0034 文京区湯島２－３１－２  
株式会社新建築社内 
TEL:03-3816-5581   
FAX:03-3811-7112 

E-mail:daas@japan-architect.co.jp 
 

第６回DAAS運営委員会配布資料　　5/23



3 
 

 
ご返信書式 

お名前 

 

 

望ましいご連絡方法 郵便・ＦＡＸ・E-mail ※E-mail の場合はアドレスをお願いします。 

 

 
DAAS 企画案へのご意見 

DAAS 企画案 ご意見 

① 「建築写真」の文化的価値等

を DAAS のホームページ上で

解説する。 

 

１． 実施すべき。 

２． どちらでも良い。 

３． 実施すべきでない。 

（自由意見） 

 
 

② 写真家のお名前、簡単なプロフ

ィール、撮影された主な建築写

真のリスト（可能な場合は、サ

ムネイル版（ごく小さな写真サ

ンプル）の掲載。 

１． 掲載に協力できる。 

２． 判断できない。 

３． 掲載に協力できない。 

（自由意見 ※②、③の方は理由を記入いただければ幸いです。） 

 

 
③写真家の方々が保有する劣化

等が進んだ貴重な写真で、急ぎ

保全を要するものについて、

DAAS の費用でデジタル化保

全する。 

１． 保全すべき写真を持っており DAAS と連携できる。 

２． 保全すべき写真はあるが DAAS との連携は判断できない。 

３． 写真の保全について DAAS との連携は考えていない。 

（自由意見 ※②、③の方は理由を記入いただければ幸いです。） 

 

 

④ 新築・既存の優良な建築物につ

いて DAAS の費用で DAAS の

収蔵用に、写真家の方々に撮影

を依頼する。 

１． 依頼があれば条件によって撮影に協力できる。 

２． 判断できない。 

３． 依頼があっても協力するつもりはない。 

（自由意見 ※②、③の方は理由を記入いただければ幸いです。） 

 

 

※ ご協力ありがとうございました。大変お手数ではございますが、返信用封筒、または、 

FAX（０３－３８１１―７１１２）で DAAS 事務局までお送りいただきますようお願

い申し上げます。 
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http://www.daas.jp/○○○

写真家ページ
（予定）

日本の建築写真家の資料を探す

日本の建築写真、建築写真家

（※建築写真の文化的価値や、日本における建築写真の歴史、無断複製利用などの課題と注意喚起
などを記載する。）

（予定）

ページイメージ
１／２

建築写真家として

（※小川様に、建築写真家としての思い、世の中の人に伝えたいこと等を自由にコメントして頂く。）

建築写真家 小川 泰祐

などを記載する。） １／２

しゃしｎ
• 小川 泰祐
• ○○ ○○
• ○○ ○○

個人写真家の紹介

• ○○ ○○
• ○○ ○○
• ○○ ○○

• ○○ ○○
• ○○ ○○
• ○○ ○○

写真一覧

しゃし

個⼈写真家による作品

• ○○ ○○ • ○○ ○○ • ○○ ○○ 写真家一覧

建築資料の探し⽅
• 建物の名前で探す
• 建築家の名前で探す
• 資料提供者で探す
• 個⼈写真家の名前で探す
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写真家ページ
（予定）

帝国ホテル プロフィール

建築写真家 ≫⽬次（写真家名）写真作品集
（予定）

ページイメージ
２／２

作品名 帝国ホテル
設計事務所 フランク・ロイ
ド・ライト
所在地 東京都千代⽥区
施⼯期間 〜 1922年
撮影年⽉⽇ ○○年△△⽉××⽇

撮影者近景
（もしあれば）

２／２

しゃしｎ

名前：○○○○

ジャンル：□□写真

主な作品
□□□□□□□

作品について

（※この作品についての撮影時のエピソードなど、写真をご覧の⽅しゃし
・□□□□□□□
・□□□□□□□
・□□□□□□□
・□□□□□□□
・□□□□□□□
・□□□□□□□

コメント

に伝えたい内容を書き添えて頂く）

コメント

□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□

建築資料の探し⽅
□□□□□□□□
□□□□□□□□• 建物の名前で探す

• 建築家の名前で探す
• 資料提供者で探す
• 個⼈写真家の名前で探す
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                 080619  JKTSSS／改訂／080627 訂 
<資料１－４>

   

  建築・まちなみ及びその記録の保全に関する調査・広報事業 企画（案） 

 

 （実施団体） 

・ （社）日本建築士会連合会（補助金申請団体） 

・ （社）日本建築士事務所協会連合会 

・ （社）日本建築家協会（JIA） 

・ 建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 

・ NPO 住宅・建築・都市政策支援集団（JKTSSS） 

   協力：国総研、建研 他 

  

 （事業内容） 

１．「優良な建築・まちなみの長期保全と記録調査検討委員会」の設置、運営 

   業務 

１） 関係団体推薦委員、学識経験者等で構成される委員会で、建築ならびにまち

なみについて以下について検討を行う。 

(a) 保全すべき建築とまちなみのクライテリア及び保全方法およびその記

録方法等を検討 

・これまで一定の社会的評価を受けた建物およびまちなみの総覧を行い、

社会的評価の包括性ならびに、それらの長期保全状態の検証。 

・山口廣、植田實氏等歴史学、編集業務の識者から情報、意見を収集、

video interview（記録）を検討。 

 

(b) 保全候補リスト作成方針の決定 

・建物単体、まちなみ夫々について、文化財指定や各種団体の表彰・選

定、専門誌掲載の対象となるなど一定の評価を受けた事例のリストお

よび事例データ作成の方針を決定。 

・リストは、オリジナルデータ作成リスト、リンク作成リストの二種類になろう。 

 

(c) 優良な建築・まちなみの記録作成方針の決定 

・記録作成について、リストに優先順位を付する。 

 

(d) 広報・普及事業方針の決定 

 

（実施体制） 

  2) 委員会および作業部会を設置し検討する。 

○ 委員：日本建築士連合会（２〜３名）、JIA（１〜２名）、日事連（１〜

２名）、学識経験者（DAAS、JKTSSS、国総研、建研等） 

委員会事務局：連合会 

○ 作業部会：６名程度（報告書執筆を含む） 

作業部会事務局：JKTSSS 
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○ （仮）開催計画 委員会（2 回程度：10 月、翌年 1 月）、作業部会（４

回前後：7/15、9 月、11 月、翌年 2月） 

 

２．全国の保全候補建築・まちなみリストの作成業務 

   上記委員会の方針に基づき、すでに保全等について一定の評価を受けた

建築及びまちなみのリストを作成する。 

 

１）一定の評価とは、顕彰をされたもの、専門誌に掲載されたもの、各

種団体が選定したもの、をいう。縦割りの評価を一覧するリストを作成。 

顕彰対象  
１． 日本建築学会賞（作品賞、奨励賞） 日本建築学会（155 件、160 件） 

２． 日本建築士会連合会賞       日本建築士会連合会（77 件） 

３． 日事連建築賞           日本建築士事務所協会連合会（32 件） 

４． BCS 賞               建築業協会 

５． BELCA 賞              建築・設備維持保持推進協会 

６． ecobuild 賞            建築環境・省エネルギー機構等 

７． サスティナブル建築・住宅賞    建築環境・省エネルギー機構 

８． JSCA 賞              日本建築構造技術者協会 

９． 医療福祉建築賞          日本医療福祉建築協会 

10.   AACA 賞              日本建築美術工芸協会 

11.   芦原義信賞            日本建築美術工芸協会 

12.  グッドデザイン賞         日本産業デザイン振興会 

13. 建築リフォーム&リニューアル IC 賞  

14.   JID 賞               日本インテリアデザイナー協会 

15.  グッド・ペインティング・カラー   日本塗料工業会 

16.   JCD DESIGN AWARD          商環境設計家協会 

17.   日本照明賞             照明学会 

18. 住まいのリフォームコンクール 

19.   日本建築大賞            日本建築家協会（８件） 

20.   JIA 環境建築賞           日本建築家協会（12 件） 

21.   日本建築家協会 25 年賞       日本建築家協会（17 件） 

22.   JIA 新人賞              日本建築家協会（39 件） 

23.   石川賞および計画設計賞          日本都市計画学会（70 件） 

24． 都市景観大賞 美しいまちなみ大賞 （財）都市づくりパブリックセンター 

25． 大臣表彰優良団地（公営、公社等） 建設省、国交省 

26． 芸術院賞、文化勲章        文化勲章：昭和 12 年度〜、芸術院賞：大正８年〜 

27． 学士院賞             明治 44 年〜，物故会員：伊東忠太、佐野利器、内 

                    藤多仲、坂静雄、福山敏雄、現会員は０、 

 

専門誌掲載 
１． 新建築              1960〜1980 年まで収録済（創刊 1925〜） 

２． 建築文化             （創刊 1946〜2004） 

３． 国際建築（国際建築協会）     （創刊 1928〜1965） 

４． 国際建築（美術出版社）      （1965〜1967） 

５． 建築（青銅社）          （創刊 1960〜 

６． 商店建築                  （1965?） 

７． 近代建築 

８． 建築知識 

９． 住宅（住宅改良会）        （1916〜1943） 

１０．住宅（（財）住宅協会）        

１１．建築知識 

１２．SD 

１３．都市住宅 

１４．住宅建築 

１５．造景 
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  各種団体選定 
１． 国、都道府県、市町村 など行政団体の指定 

○ 国指定文化財：近代重文建造物 192 件 316 棟（住居:54 件、学校:31 件、文化:24 件 

○ 重要伝統的建造物群 ８３カ所指定、史跡、名勝 

○ 美観地区 景観地区 ２１地区  「美しい日本のむら景観コンテスト(美しい日本の

むら景観百選)」農林水産省、日本農村振興協会 1992 年〜 風致地区（都道府県）史

跡、名勝 

○ 登録文化財（5000 件余り）：文化庁、民家緊急調査、近代和風建築調査、 

○ 近代化産業遺産（約 190 件）：通商産業省 

○ HOPE 計画：約 500 自治体策定、建築協定：約 4700 認可件数、地区計画、街なみ環境

整備事業整備促進区域：226 件、87 区域事業完了、 密集市街地 

○ 科学博物館「産業技術の歴史ー東京帝国大学工学部建築学科卒業設計図ほか」など 

○ 「がんばる商店街７７」中小企業庁 

○ 「エリアマネイジメント推進マニュアル」０８年国交省土地水資源局 

２． 各種学会、大学などアカデミズム団体の選定（顕彰については承前） 

○ docomomo100 選、 

○ 世界遺産 ユネスコ 

○ 建築家・研究者アーカイブス、大学、公文書館 同潤会、住宅營團の資料を含む 

○ エコミュゼ（明治村、大正村、昭和村、日本民家園、日本民家集落博物館、江戸東京

たてもの園、「大阪くらしの今昔館」、昭和のくらし博物館）等 

３． 職種団体、業界団体などプロフェッション団体の選定（各種顕彰は承前） 

○ 建築写真家協会員の作品リスト、アパートメントフォトギャラリー（兼平氏） 

○ 財団法人 都市づくりパブリックセンター 

  ｢都市景観大賞｣  

   「美しいまちなみ賞」 大賞、優秀賞、特別賞 平成 13 年度〜 

   「都市景観１００選」 １００選、景観形成事例部門（地区レベル、小空間レベ 

              ル） 平成３年〜 

○ 都市環境デザイン会議（JUDI） 

      「美しい都市ランキング」 

      「日本の都市環境デザイン」http://www.judi.gr.jp/japan-ud/ud_j/index.htm 

○ 住宅生産振興財団 

   「日本のコモンとボンエルフ」、まちなみアーカイブス、住まいのまちなみコンク 

    ール 住団連は「まちなみ建築」 

○ 「住宅公団１０年史」等、UR「団地１００」など 

○ 公營団地 大臣表彰団地（公営、公社団地あり） 

４． 住民および地区団体、協議会、協議連絡会  

○ 市街地類型毎の協議会等 「全国路地の町連絡協議会」「全国城下町青年会議所連絡協

議会」（全城連）「全国門前町サミット」「寺内町」「花街」 

○ Web 頁「日本の港町・漁師町」http://magok.cool.ne.jp/minato.html 

 

 

    ２） 記録対象は、設計・計画者等形成主体と、建築・まちなみ等成

果物、ならびにそれらを生みだす知、活動などとなろう。 
１． 設計・計画主体     個人、設計・計画組織、事業主体など 

２． 研究者         歴史家、建築・都市計画・まちづくり研究者、研究組織 

３． 活動          建築運動、保存・保全活動、活性化活動、HOPE 計画、事業 

４． 建物・まちなみ     単体、再開発等面的建造物、団地、ニュータウン、街路・広場 

５． 風景          美観・景観地区、風致地区、伝建地区、夜景、眺望景観  

６． 記録          写真、図面、実測、絵葉書、展覧会、編集者、          

     

    ３） 選定軸を設定し、見取り図の展望を試みる。 
            A． 同時代系—歴史系    （時間軸）  

  B 施設種別—市街地類型 

  C 文化財系—まち歩き系  （評価軸） 

  D まちづくり系      （計画—維持・運営軸） 

  E そのほか        （スケール「室内」「建築単体」「まちなみ」「風景」）（テーマ） 

   建物種別、市街地類型は事例にラベルとしてつける。 
    ４） 記録は写真、図面、コメント（表彰理由等）をワンセット 

  とする。→意味の記録へ 
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  ３．表彰優良建築物記録の作成 

 上記委員会の方針に基づき、各種表彰事業において評価を得た建

築物、まちなみの記録（シート）を作成し、DAAS に収蔵する。 

（著作権処理等、および記録収集対象物については前述） 

・士会連合会、JIA、日事連について（受賞者リストの作成を３団体に

受賞者連絡先リスト作成を各団体に要請する）記録作成に着手する。

（連合会優秀賞は約 70 件、JIA25 年賞同新人賞約 60 件、日事連建築

賞約 40 件） 

・建築学会、都市計画学会についても受賞者リストを作成し、記録作

成に着手し、今年度は５団体から記録作成に着手する。 

（建築学会作品賞、作品選奨は合わせて約 300 件余り、都市計画学

会石川賞等は約 70 件） 

 

  

  ４．広報・普及事業 

    ・建築士会徳島大会 

    ・JIA 仙台大会 

    ・日事連東京活動 

     上記三団体の、DAAS の活動の広報・普及事業について費用を支弁す

る。 
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歴史的「指定文

化財」群 

「近代建築総

覧」群 
 
近代和風調査 
建築家総覧 

雑誌 表彰 群 

建築メディア 

建築学会賞等 

写真家アーカイブ 

 近代団地 群 
労働者住宅 住宅地開発 

同潤会 住宅營團 住宅

公団 大臣表彰優良団地 

民家園 
明治村 
たてもの圓

etc. 

民家緊急調査

登録文化財 

建築まちなみデジタル博物圖館     
Digital Archives for Architectural Space 

建築単体 まちなみ 

風景 
室内 

伝建 
景観・美観

地区 

近 代 化

産 業 遺

産 

HOPE 計画 

街環 

建築協定 

地区計画 

密集事業 

史跡 
名勝 

Docomomo

100 選 

 

エリアマ

ネージメ

ント 

美しい日

本の村百

選 

がんば

る商店

街

建築家・研

究者アーカ

イブス 

日本芸

術院 

文化勲

章 

集合住

宅歴史

館 UR

公 営 住 宅

二十年史 

住 宅 公 団

年史 

建築学発

達史 

 

時間軸 

検索 

・ 人物名 

・ 建物名 

・ 建築種別 

・ 団地・まちなみ名称 

・ 都市名 

建築家作品集（未） 

イメージスライドショウ（未） 

建築写真家作品リスト（未） 

 

ビデオインタビュー 

リレーコラム（未） 

連載記事（未） 

 

卒業設計大賞 

 

リンク集（未） 

SITE MAP INDEX MENU 

日本学

士院 

不良住宅

改良事業 

世界遺

産 

<資料１－５> 

住 宅 建

設 計 画

法 

歴史化 
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事業費内訳
上段：執行予定額

下段：（執行額）

改修委託費 イベント事業

Web機能追加 卒業設計 撮影ツアー VIDEO制作 ウェブコラム ウェブ整備

委託費 ¥3,000,000 ¥1,600,000

(¥0) (¥0)

人件費 ¥0

(¥0)

原稿執筆料 ¥300,000

(¥60,000)

旅費・交通費 ¥253,470 ¥0 ¥0

(¥123,470) (¥3,200) (¥6,720)

通信運搬費 ¥0

(¥1,060)

広告費

(¥0)

消耗品費 ¥0

(¥54,925)

科   目

事  業
事業費

コンテンツ整備費

<資料１－６>

新聞図書費 ¥0 ¥0

(¥840) (¥2,099)

車両費 ¥0

(¥2,619)

賃貸料 ¥0

(¥19,950)

その他 ¥750,000 ¥140,000 ¥0

(¥0) (¥10,984) (¥3,097)

予備費 ¥96,530

(¥0)

¥3,000,000 ¥1,100,000 ¥140,000 ¥1,600,000 ¥300,000 ¥0

(¥0) (¥123,470) (¥37,593) (¥9,817) (¥62,099) (¥55,985)

¥3,000,000 ¥1,100,000

(¥0) (¥123,470)

※ ウェブ整備費　より　￥120,000を人件費として執行予定

(¥165,494)

小　計

科目計 ¥2,040,000
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平成  年  月  日  
建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 
会員各位 
 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 
理 事 長  槇   文 彦 

 
DAAS 年次総会の開催について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム（DAAS）の運営に対しましては、平素

格別のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、DAAS 年次総会を下記により開催いたしますので、ご多用中恐縮ではございます

が、ご出席賜りたくご案内申し上げます。 
なお、当日の出欠について確認させていただきたく、お手数ですが別紙にご記入・押印

の上、同封の封筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。 
敬具 

 
 

記 
 
１．日 時  平成 20 年 10 月 31 日（金）午後２時００分 

（当日は、15 分前までにお越し下さいますようお願い致します） 
 
２．場 所  財団法人ベターリビング １階 １０１ 会議室 

東京都千代田区富士見２−１４−３６ ＦＵＪＩＭＩ ＷＥＳＴ  
TEL  （   ）  
（別紙地図をご確認ください） 

 
３．議 題  １．  年度 事業報告（案）及び収支決算書（案）について 

２．  年度 事業計画（案）及び収支予算（案） 
３．その他（報告事項等） 

 
 ■本件に関するお問い合わせ先 

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム事務局（武藤） 
電話：０３－３８１６－５５８１ 
メール：headoffice@daas.jp 

総会開催案内文章（案） <資料２>

調整中 
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※同封の封筒にてご返送下さいますようお願いいたします。 
平成  年  月  日 

 

御 芳 名                  印  
 

御 所 属                      （会員が法人の場合のみ） 

 
建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 年次総会に、 
（出欠について、以下のいずれかに○で囲んでください） 

 

出席する 
 

欠席する。議事にかかる一切の権限を「議長※1」に委任する。 

※１：「議長」は、総会当日出席者から選出されます 

 

欠席する。議事にかかる一切の権限を、以下「代理出席者※2」に委任する。 
※２：代理出席者の御芳名・御所属を下欄にご記入下さい 

代理出席者の御芳名  

代理出席者の御所属  
 
建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム  
 理 事 長   槇   文 彦 殿 
 
ご提案，ご意見等ございましたらお書きください 

 
 
 
 
 
 

別  紙 
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建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 

特別会員名簿 
 
 
■特別会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【参 考】特別会員に関する規約等における規定 
 
・規 約 

第 6 条 本会の会員は、次の５種とする。 
(1)～(4) 略 
(5)特別会員 本会の諸活動の功労者等であって、別途総会の決議により指定された法人、個人 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 
２ 理事及び監事は、会員（指定代表者）の中から選任するものとする。ただし、理事のうち２名以内、

監事 1 名を会員以外の者から選任することができる。 
 
・運営委員会運営規程 

第 1 条 会費の額は、次のとおりとする。 
(1)～(4) 略 
(5)特別会員の年会費は無料とする。 

 

 

 

 

設立当初は該当者なし 

<資料３－１>
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建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 
役員名簿 

 
（順不同 敬称略） 
 
■理事長 
槇  文彦（建築家） 

 
■副理事長 
斎藤 公男（社団法人 日本建築学会 会長） 
宮本 忠長（社団法人 日本建築士会連合会 会長） 

 
■監 事 
三栖 邦博（社団法人 日本建築士事務所協会連合会 会長） 
野村 哲也（社団法人 建築業協会 会長） 

 
■理 事 
仙田  満（社団法人 日本建築家協会 会長） 
和田  勇（社団法人 住宅生産団体連合会 会長） 
立石  真（財団法人 日本建築センター 理事長） 
隈  研吾（建築家） 
難波 和彦（建築家） 
古谷 誠章（建築家） 
六角 鬼丈（建築家） 
六鹿 正治（株式会社 日本設計 代表取締役社長） 
岡本  宏（清水建設株式会社 常務執行役員 設計･プロポーザル統括） 
平林 文明（積水ハウス株式会社 取締役 常務執行役員） 
可児 才介（大成建設株式会社 取締役専務） 
村松 映一（株式会社 竹中工務店 取締役副社長） 
中村 光男（株式会社 日建設計 代表取締役社長） 
小林 照雄（株式会社 大林組 執行役員 東京本社 設計本部長） 
山本 敏夫（鹿島建設株式会社 常務執行役員 建築設計本部長） 
山田 幸夫（株式会社 久米設計 代表取締役社長） 
吉田 信之（株式会社 新建築社 代表取締役） 

 
 
■顧 問 
村井  純（慶應義塾大学 教授） 
和泉 洋人（国土交通省住宅局長） 

 
 
 
 
 

２００７年９月改訂 
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建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 
運営委員会 委員選出会員 

 
（運営委員会運営規程 第３条第２項 関係） 

 
 
 
（順不同 敬称略） 

■団体会員（選出必須会員） 

社団法人 日本建築学会 

社団法人 日本建築士会連合会 
社団法人 日本建築士事務所協会連合会 
社団法人 日本建築家協会 
社団法人 建築業協会 
社団法人 住宅生産団体連合会 
財団法人 日本建築センター 

 
 
■企業会員（業種区分毎に 1 名以上選出） 
 
【出 版】 

株式会社 新建築社 
 
【総合建設】 

株式会社 熊谷組 
 
【設 計】 

株式会社 日本設計 
株式会社 日建設計 
株式会社 久米設計 
株式会社 山下設計 

 
【不動産】 

興和不動産株式会社 
 
【住 宅】 

積水ハウス株式会社 
 
 
 
注：団体会員、企業会員は、法人単位で会員（DAAS コンソーシアム規約第６条）となるため、法人名のみとしている。 
 
 
 
 
 

 
２００７年９月改訂 
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議案４ 事務局移転について 
 
 
規約第２条に規定する事務局の所在地を、「文京区」から「千代田区」に改める。 
 
 

新 旧 
第２条 事務局を千代田区に置く。 第２条 事務局を文京区に置く。 
 
 
・新住所は、千代田区富士見２－１４－３６ FUJIMI WEST の予定です。 
 
 

<資料４－１>
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　 archi_topics.html
　 あなたは 人目の訪問者です

■まちかど散歩 ■トピックス

ホットスポットを求めて 　

■活動の現場・まちなみ最前線

　 　 　 　 　

ビ レ ッ ト 　 大野市朝市 　 大川端 　 能登半島旅館 　 八代ミュージアム
　
■ 活動範囲　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

まちづくりに関するご相談・調査などを　まちづくり助っと隊へお寄せください。

　　→まちづくり助っと隊へのメールはこちらから 　

■トップページ　■あいさつ　■概要　■所在地　■組織図　■設立経緯　■理事　■定款　■掲示板

■住宅性能委員会　■景観・まちづくり委員会　■マンション再生委員会　

■総会資料　■企画委員会資料　■住宅性能委員会資料　■景観・まちづくり委員会資料　■マンション再生委員会資料 　

■理事プロファイル　 ■会員プロファイル　■事業計画書／報告書　■事業会計収支書　 ■入会案内　■入会申込書　

■会員専用ページ

Copyright (c) 2005  特定非営利活動法人 All rights reserved.   Produced by studio1012

・第4回通常総会、理事会開催 070612
・第1回　住宅性能委員会(4/23)報告 070524
・「会員による勉強会」のご案内 070501
・第11回　住宅性能委員会(3/19)報告 070501
・第４回　オープン研究会(3/28)のご案内 070309
・定款の変更が承認されました 070207
・第３回　ハウジングバリュー勉強会(2/15)のご案内 070207
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概　 　要

名　 　称 住宅・建築・都市政策支援集団

通　　称 「 まちづ く り助っと隊 」

英文表記
Policy Partners of Housing, Building　and Community
(略称　P2HBC)

設 立 日 2004年12月2日

主たる事務
所

東京都千代田区富士見 2-14-36 FUJIMI WEST 3階

従たる事務
所

神奈川県横浜市戸塚区平戸二丁目21番21号

目　 　的

本法人は、住宅・建築・都市分野に関する専門的知識や実務経験を有
する行政・学識経験者や民間技術者等の有志が集まり、ひろく生活者
である市民等に対して、住まいづくりや建築、街づくりに関する普及
啓発、専門家派遣、調査研究、政策提言、相談助言、国際交流、情報
発信等に関する事業を行い、一般の市民が自らの生活環境の改善に積
極的に取り組むことができる社会の実現に寄与することを目的とす
る 。

活動分野 2　3　4　5　7　9　13　16　17

事業年度 4月~3月

　

　

経　 　緯

H.15 暮
すまいづくり、建築、まちづくり全体をカバーし、市民の視点にたっ
てさまざまなセクターをつなぐ組織として、特定非営利活動法人を設
立する可能性について、有志により議論を開始した

H.16.４
特定非営利活動法人の活動や組織等について議論を開始し、行政経験
者、建築技術者、学識経験者などの多様な実務経験者に呼びかけをは
じめた。

H.16.６
すまいづくり・まちづくり等に関し、生活者と行政、民間企業、各種
専門家との連携の橋渡しをする役割を果たすべく、特定非営利活動法
人の設立に向け、設立総会の準備に入った。

H.16.７.21 設立総会

H.16.8.30 内閣府設立認証申請書受理

H.16.11.24 認証取得

H.16.12.2 主たる事務所登記

H.16.12.6 従たる事務所登記

H.16.12.10 内閣府へ設立完了届出

まちづくりに関するご相談・調査などを　まちづくり助っと隊へお寄せくださ
い 。

　

■トップページ　■あいさつ　■概要　■組織図　■設立経緯　■理事　■定款　■掲示板

■住宅性能委員会　■景観・まちづくり委員会　■マンション再生委員会　

■総会資料　■企画委員会資料　■住宅性能委員会資料　■景観・まちづくり委員会資料　■マンション再生委員会資料 　

■理事プロファイル　■事業計画書／報告書　■事業会計収支書　 ■入会案内　■入会申込書　■会員専用ページ

Copyright (c) 2005  特定非営利活動法人 All rights reserved.   Produced by studio1012

第６回DAAS運営委員会配布資料　　22/23



 
建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS） 

事務局名簿 
 
 
 

2008 年 6 月現在 
（順不同 敬称略） 
■ 運営委員会委員長 
 

 
三塩 達也（株式会社日本設計広報室室長 プロジェクト統括本部部長） 
   
 

■ 運営委員会副委員長 
 
 
南 政樹 （慶應義塾大学 政策・メディア研究科 講師） 

 
 
■事務局  

 
高見 真二（国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部基準認証システム研究室長） 
 
林  隆之（財団法人日本建築センター建築技術研究所研究部 課長代理） 
 
中田 千彦（宮城大学事業構想学部デザイン情報学科デザイン情報コース准教授） 
 
遠山 緑生（嘉悦大学 経営経済学部 専任講師 学長補佐(CIO)メディアセンター長） 
 
大久保 成（白百合女子大学非常勤講師） 
  
井出 建 （環境計画機構 代表） 
 

■ 事務局員 
 

武藤 奈津子 

<資料４－２>
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