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シリコンバレー起業家育成プログラム 
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１．はじめに 
 

人口減少や地域経済の衰退が進む北海道では、地域経済を支える中小企業や新たな起業家数も減少傾向にあり、それが更

なる人口流出や、地域経済の衰退に拍車をかけています。日本再興戦略２０１３にて、開業率１０％を目指すことが謳われて

いますが、北海道では起業家育成の環境が十分に整備されているとは言えず、未だその目標値に到達しておりません。道内の開業

率を１０％に高めるには、起業家育成についての政策立案実行から、起業希望者を増やし、起業準備者を起業家へと導くことが

必要です。社会を変革し続けている世界最先端企業が集うシリコンバレーでの研修を通じて、起業へのマインドやノウハウを学び、世

界基準を身をもって経験する事で、起業に対する意識変化を目的とします。 

 

２．スケジュールと費用について 

事業スケジュール 
 

内容 期間 開催場所 

募集期間 ２０１７年 ５月２２日（月）～ ６月１２日
 

 
派遣者選考試験 ２０１７年 ６月１６日（金） 札幌市産業振興センター 
結果通知 ２０１７年 ６月１７日（土）～６月１９日（月）  

 
事前研修会１ ２０１７年 ６月２８日（水） 札幌市産業振興センター 
事前研修会 2 

 

２０１７年 ７月１３日（木） 札幌市産業振興センター 
結団式 ２０１７年  ７月２４日（月） 

 
新千歳空港 

シリコンバレー研修 ２０１７年  ７月２４日（月）～７月３０日（日） シリコンバレー 

解団式 ２０１７年  ７月３０日（日） 
 
 

新千歳空港 

事後報告会 ２０１７年  ８月２２日（火） 札幌市産業振興センター 

・スケジュールは都合により変更になる場合があります。 
 

シリコンバレー研修派遣者登録料 ５０，０００円（消費税含） 
国内の事前・事後研修会の参加には費用は掛かりません 

参加登録料に含まれるもの 
・シリコンバレー研修参加時の往復航空券（新千歳空港 ⇔ サンフランシスコ空港） 

・シリコンバレー研修参加時の交通費・食費・研修費 

・シリコンバレー研修参加時の宿泊費用（ホテル宿泊） 

・事前・事後研修会における研修費 
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参加登録料に含まれないもの 

 下記は参加費用には含まれておりません。各自ご負担下さい。 

・事前・事後研修会参加のための交通費・宿泊代・食事代などの経費 

・シリコンバレー研修参加のための自宅から新千歳空港までの交通費・宿泊代・食事代などの経費 

 

３．プログラムの概要について 

起業家育成シリコンバレー研修プログラム 事業の流れ 

開催日時：２０１７年６月２８日（水） １８：３０受付開始 １９：００～２１：００ 

開催場所：札幌市産業振興センター セミナールーム B（札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１） 

参加者人数 定員３０名（派遣者５名含む） 

事前研修会 スケジュール  

１９：００   開会  

１９：０１～１９：０６ 挨拶 

１９：０６～１９：１５ 研修プログラムの概要説明 

１９：１５～１９：３０ 自己紹介/アイスブレイク 

１９：３０～２０：３０ 起業セミナー（北海道での起業の可能性） 

２０：３０～２０：４５ 質疑応答・ 

２０：４５～           閉会の挨拶 

                                                                         

開催日時：２０１７年７月１３日（木）１８：３０受付開始 １９：００～２１：００  

開催場所：札幌市産業振興センター セミナールーム B（札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１） 

参加者人数 定員３０名（派遣者５名含む） 

事前研修会 スケジュール  

１９：００  開会  

１９：０１～１９：０６ 挨拶 

１９：０６～１９：４６ 起業セミナー （創業資金調達と持続的経営について） 

１９：４６～２０：０１ 質疑応答 

２０：０１～２０：０５ 休憩 

（１） 事前研修会１ 

（１） 事前研修会２ 
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２０：０５～２０：４５ 起業セミナー（イノベーションを起こすためのメソッド） 

２０：４５～２１：００ 質疑応答 

２１：００～   閉会の挨拶 

 

参加者人数 派遣者５名 

 

日程 
（現地時間） 

 シリコンバレー研修スケジュール 備 考 日 本  時 間 

7月 2４日（月） 12:00 集合（新千歳空港ターミナル） 機中泊 7月 2４日 

 
12:15 結団式 

  

 12:30 飛行機チェックイン 
  

 13:30 新千歳空港発 航空会社 全日本空輸 ANA2154 
  

 15:15 成田国際 空港着 
 

 

 17:30 成田国際 空港発 航空会社 全日本空輸 ANA172 
  

 11:05 サンノゼ空港着 
  

 
12:00 通関後 サンノゼ空港発 

  
 12:30 昼食   

 13:3０ ホテルチェックイン   

 14:30 オリエンテーション、自己紹介、プレゼン、   

 18:00 夕食   

 21:00 就寝 ホテル泊 7月 2５日 

7月 2５日（火） 8:00 ホテル出発 
  

 8:30 講義①②起業家及びＶＣ 
  

  企業視察（facebook） 
  

 21:00 就寝 ホテル泊 7月 26日 

7月 2６日（水） 8:00 ホテル出発 
  

 8:30 講義③ＶＣ、企業視察（Plug and Play）、交流会 
  

 21:00 就寝 ホテル泊 7月 27日 

7月 2７日（木） 8:00 ホテル出発 
  

 8:30  大学講義（ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学）、企業視察（google） 
  

 21:00 就寝 ホテル泊 7月 2８日 

 

（２） シリコンバレー研修スケジュール 
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7月 2８日（金） 8:00 ホテル出発 
  

 8:30 講義④起業家、企業視察（Apple）、最終報告 
  

  修了式、懇親会 
  

 21:00 就寝 ホテル泊 7月 29日 

7月 2９日（土） 8:00 ホテル出発 自由時間 機中泊 
 

 12:00 飛行機チェックイン 
  

 12:55 サンノゼ空港発 航空会社 全日本空輸 ANA171   
7月３０日（日） 

 

 

15:45 成田国際空港着 入国審査 
 
7月 30日 

 17:55 成田国際空港発 航空会社 全日本空輸 ANA2155
  

 
 

 19:45 新千歳空港着 新千歳空港内解団式 
 

 

 20:15 解散 
 

 

 

開催日時：２０１７年８月２２日（火）１８：３０受付開始 １９：００～２１：００ 

開催場所：札幌市産業振興センター セミナールームＢ（札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１） 

参加者人数 定員 30名（派遣者５名含む） 

事後研修会 スケジュール 

１９：００    開会  

１９：０１～１９：０６ 挨拶 

１９：０６～１９：５６ 活動報告 

１９：５６～２０：２１ 質疑応答 

２０：２１          閉会の挨拶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事後報告会 
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４．応募～選考～結果通知について 

（１）シリコンバレー研修派遣者の応募について  

募集期間 ：２０１７年 ５月２２日（月）～６月１２日（月） 

募集人数 ：５名 

 

■応募資格について 
① 日本国籍である大学生、専門学校生、高校生が対象。（２０１７年４月１日現在） 

② 団体行動における規律を守ることができる方。 

③ 本事業が実施する活動日程に、原則全て参加できる方。 

④ 日本国パスポートを取得している方、またパスポートを所有している方でも、有効期限が出発より半年以上残っている方、事前
研修会の前に取得可能な方。 

⑤ 重大な疾患の無い健康な方。（アレルギーについては相談） 

⑥  現在起業に関心のある方 

⑦  ＪＣフォーラム２０１７起業家育成フォーラムにご参加いただいた方 

⑧ 必要書類を期限までにすべて提出していただける方 
必要書類を下記のアドレスから関係提出資料をダウンロードしてください。  
公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会 ＨＰ 
http://www.jaycee.or.jp/2017/hokkaido/ 
 

■提出書類 

 応募用紙（写真貼付の上提出） 

 起業に向けた課題「あなたが考える起業とは」（作文、800字以内） 

 

（２）選考について 

     選考試験日 ：２０１７年６月１６日（金）１８：３０～ 

応募多数の場合は提出書類にて書類審査を実施いたします。 

個人面接を青年会議所会員のもと選考を行います。 

 

① 結果通知について  

本人に、メール・電話および書類にて通知を致します。 

 

 

 

http://www.jaycee.or.jp/2017/hokkaido/
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② 提出資料の送付先   
※以下の宛先にメールにて、ご送付ください。 
 

公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会 ２０１７年度地域再興委員会 

副委員長 武田 宗務   

E-MAIL  takeden-takeda@email.plala.or.jp,  

※ 応募締切日：２０１７年 ６月１２日 午後 20時まで 
 

 

 

５．お問い合わせ 

公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会 ２０１７年度地域再興委員会 副委員長 武田宗務 

〒０６０－０００１ 札幌市中央区北１条西２丁目北海道経済センター９Ｆ 

【連絡先】 

E-MAIL takeden-takeda@email.plala.or.jp  

MOBILE  ０９０－７５１９－９３９１ 

mailto:takeden-takeda@email.plala.or.jp
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