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第14回 DAAS運営委員会 

  

□日 時：  2010年6月25日（金）  午後３時~５時 

□場 所： 株式会社日本設計 受付 プレゼンテーションルーム 

  〒163-1329  東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー29階 

  TEL:03-5211-0568(DAAS事務局) 

 

 

 

□議 事： 

 

［報告事項］ 

 

○ 表彰作品資料収蔵事業について    <資料 1> 

○ 第５期理事・役員選任について    <資料 2> 

○ 本年度コンテンツ整備事業費執行状況について   <資料 3> 

○ 事務局移転について     <資料 4> 

○ その他  

       

 

配付資料 

 

<資料 1> 表彰作品資料収蔵事業 作業進捗について 

<資料 2> 建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS）理事・役員選任について 

<資料3> 本年度コンテンツ整備事業費執行状況について 

<資料4> DAAS事務局移転について 

  <資料 4>添付資料－１： 第４期業務委託契約書 

  <資料 4>添付資料－２： 変更契約書（案） 
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2010 年 6 月 25 日	 

DAAS 事務局 

表彰作品資料収蔵事業	 作業進捗について	 

	 

	 2009年度表彰作品収蔵事業は、第13回運営委員会にて報告致しました作業完了予

定を大幅に遅れております。原因は、WEBの新規機能にあわせたデータの修正作業

と雑誌社に版権があるデータの色補正作業の遅れによるものです。それにより関係

者への公開確認テストページ送付と新規WEBサイトでの公開も遅れております。	 

	 

	 ご協力頂いた会員の皆様と関係者の方々には、確認のご連絡が遅れておりますこ

とについて、本委員会でお詫び申し上げます。また早期事業完了に向けて引き続き

作業を行ってまいります。	 

	 

	 来期は、本期事業の反省点を踏まえ、実施方法の改善をいたします。委託先及び

委託作業範囲についても見直しを行い、本期事業での委託先数社、その他企業や団

体に対し実施概要の説明を行い、各社より可能な作業範囲の確認とその費用につい

て、ヒアリングをすすめております。	 

より安全な資料収受と、簡便で正確なデータ処理を実現することを主な目的として、

委託先も含めた実施方法を決定したいと考えております。	 

	 

	 委員の皆様からも委託先や作業方法についての意見を伺いながら進めていきた

いと考えおりますので、委託先のご推薦などがあれば本委員会、または事務局宛お

知らせ下さい。	 

	 

	 なお、来期事業の実施方法により、事業費立替の増額も予想されるため、本期コ

ンテンツ整備事業を来期に見送りさせて頂くことも検討しております。その場合、

来期事業計画に、本期事業分を含めた資料収蔵の具体的な目標数をお示ししたいと

思います。	 

	 

	 

	 

	 

■今後の作業スケジュール	 

・	 写真資料返却	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2010年6月完了	 

・	 デジタルデータの最終納品	 	 	 	 	 	 2010年6月完了予定	 

・	 関係者へのtestページ送付	 	 	 	 2010年7月中旬完了予定	 

・	 新規WEBサイトでの公開作業	 	 	 2010年7月中旬完了予定	 

	 

＜資料１＞ 
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平成 22 年 6 月 25 日	 

DAAS 事務局	 

	 

	 

	 

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム（DAAS）	 

理事・役員選任について	 

	 

	 

	 2006 年の設立以来、賛同いただいた企業会員・団体会員・個人会員の皆様のご

理解とご支援を賜りまして、2010 年 10 月には DAAS も設立第５期を迎えます。	 

DAAS の規約において、理事等の任期は 2 年とされており、第 3 期において延長

のお願いをして以来、ご尽力いただいておりました理事・役員の皆様の任期が今期

末で満了となります。	 

	 

つきましては、第 5期、第 6期の理事、役員につきまして次期総会で選任いただ

けますよう候補の推薦等をいただければと思います。	 

	 

基本的には、現在の会員各社、各会の代表の理事の皆様には引き続きのご支援と

ご協力をお願いしたいと存じますが、今後の DAAS の運営を考える上で、理事構成

等につきましてもご意見をいただきたく存じます。	 

	 

特に、理事長の槇先生におかれましては、今期での退任のお申し出をいただいて

おり、後任の理事長にどのような方にお願いすべきか、運営委員の皆様のお考えを

お聞かせいただきたく存じます。	 

	 

事務局といたしましては、DAAS の活動の展開にご尽力いただけ、会員の皆様の

総意で迎えることのできる方に理事長をお願いしたいと考えております。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜資料２＞ 
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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） 

理事・監事名簿 
 
 
（順不同	 敬称略） 
 
■理	 事 

 
槇	 	 文彦（建築家） 
佐藤	 	 滋（社団法人 日本建築学会	 会長） 
藤本	 昌也（社団法人 日本建築士会連合会	 会長） 
出江	 	 寛（社団法人 日本建築家協会	 会長） 
樋口	 武男（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） 
平林	 文明（積水ハウス株式会社	 取締役	 常務執行役員） 
野呂	 一幸（大成建設株式会社	 常務・設計本部長） 
北	 	 泰幸（株式会社 竹中工務店	 常務取締役） 
岡本	 慶一（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	 常務執行役員	 東京本社	 設計本部長） 
尾崎	 	 勝（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） 
 

 
 
 
■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） 
山内	 隆司（社団法人 建築業協会	 会長） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００９年１０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） 

第 3期・第 4期	 役員名簿 
 
（順不同	 敬称略） 
 
■理事長 
槇	 	 文彦（建築家） 

 
■副理事長 
佐藤	 	 滋（社団法人 日本建築学会	 会長） 
藤本	 昌也（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） 
山内	 隆司（社団法人 建築業協会	 会長） 

 
■理	 事 
出江	 	 寛（社団法人 日本建築家協会	 会長） 
樋口	 武男（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） 
割田	 正雄（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） 
野呂	 一幸（大成建設株式会社	 常務・設計本部長） 
北	 	 泰幸（株式会社 竹中工務店	 常務取締役） 
岡本	 慶一（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	 常務執行役員	 東京本社	 設計本部長） 
尾崎	 	 勝（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	 環境情報学部長	 教授） 
 

２００９年１０月改訂 
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2010年 6月 25日 
DAAS事務局 武藤 

 
本年度コンテンツ整備事業費執行状況について	 

	 

	 前回の委員会で DAAS の活動に賛同頂き資料提供の検討をして頂いている方々の

御名前を報告いたしましたが、池原義郎氏については図面資料（表彰作品である所

沢整地霊園）のデジタル化を開始いたしました。今後も引き続き図面資料について

のデジタル化を進めていきたいと考えております。	 

	 その他、ビデオ制作や表彰作品以外の写真や図面資料の収蔵についても、準備を

進めて参りたいと思いますが、来期の表彰作品収蔵事業費用として予算を確保する

という必要がでてきたため、本期コンテンツ整備事業費の執行金額を押さえ、予算

執行を来期見送りとしたいと考えております。	 

コンテンツ整備事業の進捗状況については随時委員会でご報告させて頂きたいと

思います。	 

	 尚、ビデオ制作事業は、本期撮影対象者として写真家の村井氏、二川氏を候補と

して挙げておりましたが、表彰事業の資料提供依頼とも関連しているため、現在

WG での打合せを延期させて頂いております。写真家の DAAS-WEB に対するご要望に

ついての整理ができましてから、ビデオ撮影の依頼をさせて頂きたいと考えており

ます。	 

委員の皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。	 

	 

＜資料３＞ 
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2010 年 6 月 25 日	 

	 DAAS事務局 
DAAS事務局移転について 

	 DAASの事務局については、これまで、財団法人ベターリビングに事務局業務を委託し、

当該財団と同じビルに事務局を置いてきたところですが、財団のオフィスが移転すること

となり、移転先のオフィスが手狭となることから DAAS事務局を以下の住所に移転するこ

とといたしました。併せて、財団法人ベターリビングとの委託契約を見直すこととしてい

ます。具体的には、委託内容を常勤職員の雇用・出向に限り、その他の事務については、

DAASが直接実施することとしています。この結果、財団の支援は限られたものとなる一

方、一部経費の節減、事業の機動的な実施等が図られるものと考えています。 

	 

移 転 日：2010 年７月１日（金）	 

新 住 所：東京都千代田区平河町 2-3-11	 花菱平河町ビル 4F	 	 

	 	 	 	 	 	 （※尚、規約上の事務局住所は千代田区で変更はございません。	 

その他詳細については別途ご案内申し上げます。）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜資料４＞ 
 


