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平成 30年度 海外からの留学生、研修生のための
国際居住年（ＩＹＳＨ）記念事業ハウジング・セミナー

参 加 者 募 集 の ご 案 内
◆実施概要

開発途上国の居住分野における人材の育成と国際交流の促進に資するため、国際居住年記念事業のひとつ
として、各国（主に開発途上国）から来日している留学生及び研修生を対象とし、日本の住宅･都市整備に関
するセミナーを実施します。（国際交流を図るため、日本人学生も対象としています。）

セミナーは、講義、見学及びレポート発表で構成されています。カリキュラムを通して、住宅政策、住宅計画、
住環境改善などの手法を学び、代表的な事例を見学し、実務担当者等との意見交換及び参加者相互の交流
を図ることができます。

◆募集要領

１．名称 国際居住年（ＩＹＳＨ）記念事業ハウジング・セミナー

２．主催等 （１）主催
（２）後援（予定）

（３）事務局

一般社団法人 日本住宅協会
国土交通省、外務省、
独立行政法人 住宅金融支援機構、
独立行政法人 都市再生機構
一般財団法人 日本建築センター

３．実施期間 ２０１８年８月２７日（月）～８月３１日（金）  全５日間

４．募集人数 １４名 （ただし、日本人学生は１名程度）

５．カリキュラム 別紙１参照

６．使用言語 日本語（講義・見学の説明は、すべて日本語で行います）

７．実施地･宿泊地 東京、埼玉、千葉
※セミナー期間中は、主催者が用意するホテル(東京)に宿泊していただきます

８．参加費用 研修中の宿泊費及び研修にともなう交通費は主催者が負担します。
また、以下の費用は、主催者が参加者に支給します。
（１）所属先または自宅から日本建築センター（開講式等会場）までの往復交

通費
（２）５日分の日当（食事代・雑費等）として 10,000 円(2,000 円×5 日

分）
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９．修了証書 すべてのカリキュラムを修了した参加者には、修了証書を授与します。

１０．応募条件 以下の応募条件を、すべて満たす者とします。
（１）居住関連分野を専攻する大学院・大学・短大・高専の学生、または

海外から住宅関連企業等に派遣されている研修生
（２）心身が健康で協調性に富み、規律ある団体行動ができること
（３）すべてのカリキュラムに参加できること
（４）原則として２０才以上かつ４０才未満 （２０１８年４月１日時

点）
（５）日本語で「話す」、「聞く」、「文章を読む」、「文章を書く」ことが十分にでき

ること
（６）教官または上司の推薦を得られること

１１．応募方法 参加申込書（コピー可）に記入の上、事務局へ郵送してください。
※募集案内と参加申込書は、下記の URL からダウンロードできます。
URL:
http://www.bcj.or.jp/c20_international/training/training02.html

１２．応募締切日 ７月６日(金) 事務局必着

１３．選考 参加申込書をもとに参加者を選考します。
なお、以下の場合等は若干優遇します。
（１）開発途上国・地域（別紙２「DAC 統計上の ODA 対象国・地域」参照）

から来日している
（２）国費及びそれに準ずる公的資金により留学又は研修をしている
（３）日本語の能力が非常に高い

１４．選考結果 選考結果は、７月２４日（火）に応募者・推薦者全員に文書（郵送）で通知
します。
また、参加決定者には、電話で参加の確認を行います。

１５．事務局（参加申込書の送付先・問合せ先）
一般財団法人 日本建築センター
国際部  大浦（オオウラ）
〒101-8986  東京都千代田区神田錦町 1-9
Tel：03-5283-0479  Fax：03-5281-2822
E-mail: kokusai@bcj.or.jp

【国際居住年（ＩＹＳＨ）記念事業とは】

国際居住年を契機として、広く民間企業等国民一般からの出捐を仰ぎ 1988年に「国際居住年記

念基金」が設立されました。平成 25年 4月、「国際居住年記念基金事業」は「国際居住年記念

事業」と名称を改め、開発途上国等における居住問題の改善に向けた民間レベルでの国際協力、

国際交流の推進を図るため、居住問題に取り組む人々の研修、表彰等各種の事業を行うこととし

ています。
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別紙１

平成 30年度 国際居住年（IYSH）記念事業ハウジング・セミナー

カリキュラム（案）

2018.5.25

月日 カリキュラム・テーマ 実施場所

2018
年

8/27
（月）

14:00 集合

(一財)日本建築センター

（東京都千代田区）
午後

開講式・オリエンテーション

（参加者自己紹介、セミナー概要説明）

講 義 「日本の住宅事情・住宅政策」

夜 ウェルカムパーティー
学士会館

（東京都千代田区）

8/28
（火）

午前 講 義 ・ 見 学 「公営住宅団地の再生」
都営桐ヶ丘団地

（東京都北区）

午後 見 学 「住宅技術開発の歴史」
UR 集合住宅歴史館

（東京都八王子市）

8/29
（水）

午前
見 学

「工業化住宅の性能と生産プロセス」

セキスイハイム蓮田工場

（埼玉県蓮田市）

午後 講 義 ・ 見 学 「密集住宅市街地の整備」
東池袋地区

（東京都豊島区）

8/30
（木）

午前
講 義 ・ 見 学

「歴史的まちなみの保存と再生」
千葉県香取市

午後 BCJ帰着後、レポート作成
(一財)日本建築センター

（東京都千代田区）

8/31
（金）

午前
レポート発表 ・ ディスカッション

「セミナーで学んだこと」

(一財)日本建築センター

（東京都千代田区）午後 閉講式・フェアウェルパーティー（軽食）

14:00 解散
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別紙２
DAC＊統計上の ODA 対象国・地域 （2018 年、2019 年、2020 年）

後発開発途上国
低所得国

一人あたりの GNI
1,005 ドル以下（2016 年）

低中所得国
一人あたりの GNI 1,006～
3,955 ドル以下（2016 年）

高中所得国
一人あたりの GNI 3,956～

12,235 ドル以下（2016 年）
アフガニスタン 北朝鮮 アルメニア アルバニア
アンゴラ ジンバブエ ボリビア アルジェリア
バングラデシュ カーボベルデ アンティグア・バーブーダ
ベナン カメルーン アルゼンチン
ブータン コンゴ共和国 アゼルバイジャン
ブルキナファソ コートジボワール ベラルーシ
ブルンジ エジプト ベリーズ
カンボジア エルサルバドル ボスニア・ヘルツェゴビナ
中央アフリカ共和国 ジョージア ボツワナ
チャド ガーナ ブラジル
コモロ グアテマラ 中国
コンゴ民主共和国 ホンジュラス コロンビア
ジブチ インド クック諸島
エリトリア インドネシア コスタリカ
エチオピア ヨルダン キューバ
ガンビア ケニア ドミニカ
ギニア コソボ ドミニカ共和国
ギニアビサウ キルギス共和国 エクアドル
ハイチ ミクロネシア連邦 赤道ギニア
キリバス モルドバ フィジー
ラオス モンゴル マケドニア旧ユーゴスラビア
レソト モロッコ ガボン
リベリア ニカラグア グレナダ
マダガスカル ナイジェリア ガイアナ
マラウイ パキスタン イラン
マリ パプアニューギニア イラク
モーリタニア フィリピン ジャマイカ
モザンビーグ スリランカ カザフスタン
ミャンマー スワジランド レバノン
ネパール シリア リビア
ニジェール タジキスタン マレーシア
ルワンダ トケラウ諸島 モルディブ
サントメ・プリンシペ チュニジア マーシャル諸島
セネガル ウクライナ モーリシャス
シエラレオネ ウズベキスタン メキシコ
ソロモン諸島 ベトナム（パレスチナ自治区） モンテネグロ
ソマリア 西岸・ガザ

（パレスチナ自治区）
モントセラト

南スーダン ナミビア
スーダン ナウル
タンザニア ニウエ
東ティモール パラオ
トーゴ パナマ
ツバル パラグアイ
ウガンダ ペルー
バヌアツ セント・ヘレナ島
イエメン セントルシア
ザンビア セントビンセント及び

グレナディーン諸島
サモア
セルビア
南アフリカ共和国
スリナム
タイ
トンガ
トルコ
トルクメニスタン
ベネズエラ
ワリス・フツナ

＊DAC：Development Assistance Committee  (OECD の開発援助委員会)

出典：OECD ウェブサイト
DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 2018, 2019 and 2020
flows


