
 

北海道立北の森づくり専門学院における個人情報の取扱いについて 

 

制定 令和２年５月１８日 北森第 70 号  

一部改正 令和５年２月２１日 北森第 1129 号  

 

１ 趣旨 

  この取扱いは、「個人情報の保護に関する法律」並びに「北海道個人情報保護条例」及び「知事が保

有する個人情報の保護等に関する規則」等に基づくほか、北海道立北の森づくり専門学院（以下「学

院」という。）の教育活動の推進に当たり、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定める

ものとする。 

２ 個人情報の範囲について 

  個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等特定の個人が識別さ

れ、又は識別することができるものをいう。 

３ 対象者 

  この取扱いの対象者は、次のとおりとする。 

（１）学院在籍生徒 

（２）学院保証人等（生徒の家族も含む） 

（３）学院卒業生等（中途退学等在籍者も含む） 

（４）学院教育関係者（学院への来校者、電話やメールなどの送信者等を含む） 

（５）学院職員等（職員の家族も含む） 

４ 個人情報の収集及び利用について 

（１）個人情報の収集は、原則として本人の同意のもと、あらかじめ利用目的を明確にし、当該目的を達

成するために必要な範囲で行うものとする。 

（２）上記３に規定する対象者の個人情報に関する主たる利用目的は、次のとおりとする。 

  ア 学院在籍生徒 

    入試・入学・納付金、在籍名簿、学習指導、生活指導、研修受講、資格取得、進路指導、北森会

活動・部活動、各種証明等 

  イ 学院保証人等 

    入学、学院での教育活動に関する家庭状況の理解・連絡・連携、名簿の作成と北森会への提供等 

  ウ 学院卒業生等 

    卒業証明書・成績証明書・調査書等学簿の証明、就業サポート等 

  エ 学院教育関係者 

    外部講師による授業の実施、研修等への参加、その他学院教育活動の推進に関わる協力・連携・

支援等 

  オ 学院職員等 

    人事労務関係、福利厚生・社会保険関係、学院事務関係、職員名簿・連絡網の作成等 

５ 個人情報の管理について 

  学院は、その保有する個人情報の安全性を確保するため、情報セキュリティに関する職員の意識啓発

を行うとともに、公文書やUSBをはじめとする外部記録媒体等の内部管理の徹底など、個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理に万全を期すものとする。 

６ 個人情報の提供について 

（１）取得した個人情報については、生徒又は保証人等の同意を得ずに第三者に提供しないものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

  ア 警察等の調査・捜査に対応する場合など、法令等の規定に基づくとき。 

  イ 医療機関での緊急治療の場合など、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつ止むを
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得ないと認められるとき。 

  ウ 犯罪等急迫不正の侵害から生徒等を守るために特に必要と認められるとき。 

（２）学院の教育活動を円滑に推進するため、次に掲げる個人情報の提供については、別紙「個人情報の

取扱いに関する同意書」により、あらかじめ生徒及び保証人等の同意を得るものとする。 

  ア 教育活動に必要な個人情報（生徒調査、保険調査票など）を提供すること。 

  イ 保証人等に生徒の成績や生活状況を通知・連絡すること。 

  ウ 学院の広報活動を推進するため、教育活動内容の紹介パンフレットや情報誌、公式ホームページ

やSNS等に写真や氏名、学科、執筆原稿を掲載すること。 

    また、新聞やテレビ等各種報道機関による情報発信については、取材や写真撮影の参加をもって

本人の同意を得たものとみなす。 

  エ 生徒の入学年度及び所属学科、氏名、住所、進路先等を記載した名簿を北森会事務局に提供する

こと。 

  オ 就業活動を支援するため、各企業や団体などに生徒の氏名、住所、電話番号を記載した名簿を提

供すること。 

７ 個人情報の委託について 

  個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、個人情報の安全性を確保するため、あらかじめ当該委託

の趣旨や目的、受託者を明示して個人情報を収集するとともに、受託者に対して、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を当該委託契約において明確にす

るなど受託者における安全管理に万全を期すものとする。 

８ 個人情報の開示について 

  学院の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報について、開示請求があった場合は、

法令等の規定に基づいて適切に対応するものとする。 

９ 改善措置について 

  この個人情報の取扱いに関して、法令の改正等必要に応じて改善措置を実施するものとする。 

10 個人情報の取扱窓口について 

  学院における個人情報の取扱いや管理に関する窓口は次のとおりとする。 

   北海道立北の森づくり専門学院 教務課 

   電  話 ０１６６－７５－６１６２ 

   Ｆ Ａ Ｘ ０１６６－７５－６１６０ 

   Ｅメール kitamori.college@pref.hokkaido.lg.jp 

 

 



北森カレッジ ドレスコード一覧 

 

◆安全に実習を行うため、指定された服装・装備で参加してください。 

◆実習での「動きやすい服装」は腕、足が出ないようにしてください。 

◆ベストは機械実習及び狩猟期間中には必ず着用してください（伐木実習を除く）。 

◆ネームプレートは必ず持参ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コード１ 実習(一般) コード２ 実習(伐採) コード３ 実習(刈払) 

コード６ 見学(山林) コード４ 実習(機械) 
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購入
数量

カラー:FRGN,GRPH
    OGRD,PRBL
サイズ:S,M,L,XL

7,084円

用品名道具分類
参考価格

(２月現在)
サイズ

メーカー
商品名

規格・使用 イメージ写真 色

     FRGN        GRPH
 
     OGRD     PRBL

モンベル
レインハイカージャケットMen's

モンベル
レインハイカーパンツ Men's

モンベル
サンダーパスパンツ Men's

カラー:BLBK,GM
規格:H33×W71×L29cm
容量: 60L

     BLBK       GM

規格:H33×W38×L29cm
容量: 30L

太陽興産オリジナル
マルチプルバスケット

カラー:GM,MIBL
サイズ:XS,S,M,L,XL,M-S,
   L-S,XL-S,XXL-S,
   S-L,M-L,L-L

モンベル
サンダーパスパンツ Women's

      GM     MIBL

7,084円

     CHRD        HLBL
 
     OV        PTBL

モンベル
レインハイカージャケットWomen's

カラー:CHRD,HLBL
    OV,PTBL
サイズ:XS,S,M,L,XL

備  考

マルチプルバス
ケット

納付金以外で各自が用意する被服道具類【任意購入】一覧表

レインウェア雨具

林業
用具入れ

ダッフルバッグ

5,005円

5,621円

5,005円

5,621円

7,238円

3,410円

モンベル
LWダッフル60

   

      BK      GY

モンベル
レインハイカーパンツ Women's

カラー:BK
サイズ:XS,S,M,L,XL,M-S,
   L-S,XL-S,XXL-S,
   S-L,M-L,L-L

          BK

     BKNV        BNSD

     GM

カラー:BKNV,BNSD,GM
サイズ:S,M,L,XL,M-S,
   L-S,XL-S,S-L,
   M-L,L-L,XL-L

カラー:BK,GY
サイズ:S,M,L,XL,M-S,
   L-S,XL-S,S-L,
   M-L,L-L,XL-L

さらに安価なものもありますが、透湿性
能のあるものをお選びください（蒸れに
くいため）。

長靴･ヘルメット･レインウェア等備品の
持ち運び用ですが、汚れを車内に落とさ
ない目的もあります。４０Ｌ以上の大き
めのものでフタ付きが望ましい。肩掛け
式が便利。一般の店で売っている安価な
ものでも可能です。

※この一覧は、装備品として各自が必要なものです。
・同等品を所有していれば購入は不要です。 ・詳しくは入学後に説明しますので、その後に購入しても間に合います。 ・価格は参考ですので変わる場合があります。
・各自で購入されてもよいですが、学院に申し込んで購入することもできます。 ・各自で購入する場合は別紙「オススメSHOP一覧」を参考にしてください。
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道具分類 用品名
メーカー
商品名

規格・使用 イメージ写真
参考価格

(２月現在)
色 サイズ

購入
数量

牛皮Fuji レインジャー型
アテなし

カラー:白
サイズ:M,L,LL,3L

M~LL
1,430円

3L
1,650円

5,940円長靴（スパイク）
弘進

フォーカス F-19

皮手袋

カラー：ネイビー
サイズ：24.0,24.5,25.0,25.5
              26.0,27.0,28.0cm

刃幅:45cm
刃渡り：18cm
    21cm

刃幅:45cm
刃渡り：18cm
    21cm

18cm
10,120円

21cm
10,780円

18cm
11,550円

21cm
12,760円

腰鉈（なた）
土佐刃物高光印

細幅腰鉈 ﾎｯｸ止吊皮加工ケース付き
右利き用

腰鉈（なた）
土佐刃物高光印

細幅腰鉈 ﾎｯｸ止吊皮加工ケース付き
左利き用

太陽興産オリジナル
通気性チャックなし

前掛けズボン

虫よけ 虫よけハッカ油 スプレー容器入り 13cc

3,300円

ホイッスル プラスチック ひも付き 308円

腰鋸（のこ） アルス チルトン TL-24 ・刃の長さ24cm

作業用手袋として軍手は薄いし滑って危
険なので森林内の作業では皮製のものが
必須です。安価なものはホームセンター
や作業用品店などで３００円程度からあ
ります。
長靴はスパイク付きとスパイクなしがあ
ります。重機に乗るときや遊歩道などを
歩く場合はスパイクなしを使いますがト
レッキングシューズでも良いです。森林
内の傾斜地や笹藪のあるところではスパ
イク付きが歩きやすいです。スパイク付
きは一般の店ではあまり売っていないの
で希望者には斡旋します。

替え刃仕様のものでケース付きが望まし
い。学院に申し込んでの購入をお勧めし
ます。

腰なたは安価なものもありますが、一生
ものですので、学院に申し込んでの購入
をお勧めします。刃渡りは男性は21cm、
女性は18cmが使いやすい。

備  考

森林内の作業では虫よけ剤（スプレーな
ど）は必須ですが、自然素材のハッカ油
は身体にも環境にも優しくお勧めです。

金属ではなくプラスチック製です。１０
０均にもあります。（ヒモは別途取り付
けるタイプ）

※作業ズボンの汚れ､切創防止のためのも
のです。一般の店ではあまり売っていな
いため学院に申し込んでの購入をお勧め
します。
※蜂刺され防止のためのものです。一般
の店ではあまり売っていないため学院に
申し込んでの購入をお勧めします。

林業
被服

林業
道具

腰ベルト(皮製) 太陽興産オリジナル
サイズ：幅3.6×長さ110cm
    幅3.6×長さ130cm

110cm
1,980円
130cm

2,530円

腰鉈や腰鋸などを下げて歩くための腰ベ
ルトです。作業用品店などでは化学繊維
製などでより安価なものもあります。

3,190円

防蜂網 太陽興産オリジナル
ナイロンメッシュ
折りたたみ型 リング付

2,695円

814円

サイズ：Ｍ（85cm）
 (総丈)  Ｌ（90cm)
             LL（95cm）
      XL（100cm）



★ アウトドア･山林作業 関連 旭川周辺 オススメ SHOP MAP ★

ホーマック豊岡店

ホーマック
宮前店

BESTOM東神楽店

ホーマック神楽店

ホーマック
永山店

ホーマック
春光店スポーツオーソリティ

イオンモール旭川⻄店

スーパースポーツゼビオ
旭川永山店

スポーツデポ
旭川永山店

秀岳荘旭川店

モンベル
大雪ひがしかわ店

ワークマン＋
旭川旭町店

ワークマン
旭川10条通店

プロノ旭川末広店

プロノ旭川川端店

プロノ旭川東光店

Transit
(トランジット)

YAMAtune
(ヤマチューン)

ムラサキスポーツ
イオンモール旭川⻄店

iGATE(アイゲート)
IKEUCHI daisetsu

さかもと働く人の店

ワークハンター旭川

ワークマン＋
旭川東光店

プロノセレクト
イオンモール旭川駅前店

コメリパワー
旭川宮前店

061189
テキスト ボックス
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スパッツ

冬山装備チェックリスト

◎ 帽子（ヘルメットの下に被れて、耳も保護できるものが望ましい。タオルも可）
△ サングラスorゴーグル（紫外線や吹雪から目を保護するためのもの）
○ ネックウォーマー
◎ 防寒着（実習Ａ：下図を参考に。ただし上着は厚めのスキー服などが望ましい。

実習Ｂ：下図を参考に。上着はスキー服だと暑すぎるのでウィンドブレーカー程度
でよい。外側に履くズボンは防水透湿のもの）

◎ 防寒手袋（実習Ａ：スキー用などの分厚い手袋。
実習Ｂ：スキー用手袋だと暑すぎる。調査のときは細かい作業ができる薄手の防

寒手袋が理想。予備も含めて最低でも２双あるとよい。）
△ スパッツ（靴の中に雪が入るのを防ぐ。スパッツ付きのズボンもある）
◎ 防寒靴下（分厚いパイルや毛糸の靴下。薄いものなら２枚履きで。冷え性の人は靴下に貼る

カイロなどもあるとよい。）
◎ 防寒長靴（通常のスパイク付き長靴は夏用なので不可。サイズは分厚い靴下を履いた状態で

足にぴったりフィットするものを選ぶ）

装備の重要度： ◎必須 ○できればあった方がよい △気になる人は用意

出典：北海道スノーハイキング

実習パターン： 実習Ａ（樹木同定や伐木などあまり動かないor待ち時間がある実習）→最大限の防寒
実習Ｂ（冬山の基礎や冬山調査などの動く実習） →暑すぎない程度に防寒

※装備が甘いと冬山で
は命に関わります。
上記リストで◎がつい
ているものは必ず用意
すること！

Hokkaido College of Northern Forestry
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「緑の青年就業準備給付金」について 

令和５年２月  

 

 北海道では、国の予算を活用し、北海道立北の森づくり専門学院（以下「学院」という。）の林業・木材産業学

科において修学し、一定の支給要件を満たす生徒に対して「緑の青年就業準備給付金」を支給しています。 

記 

１ 給付要件 

（１）学院を卒業後、林業分野へ就業し、将来的にその中核を担う強い意欲を有していること。 

（２）研修期間が概ね１年かつ年間1,200時間以上であり、林業への就業に必要な技術や知識を習得すること。 

   なお、年間1,200時間以上をクリアするためには、必修又は選択等にかかわらず大半の科目を履修し、９

割以上の出席が必要です（全体のカリキュラムは年間1,300時間程度を予定）。 

（３）常用雇用の雇用契約を締結していないこと。 

（４）原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 

（５）過去に本事業で給付金の給付を受けていないこと。 

 

２ 支給額 

  年間支給実績は次のとおりです。ただし、国の予算により支給額は増減します。 

  ・令和３年度給付（１人当たり最大）  合計：1,145,000円 

   〔令和３年７月：624,000円  令和３年11月：410,000円  令和４年２月：111,000円〕 

  ・令和４年度給付（１人当たり最大）  合計：1,417,000円 

   〔令和４年７月：624,000円  令和４年11月：410,000円  令和５年３月：383,000円(予定)〕 

 

３ 手続きの主な流れ 

   入学後（６月上旬予定） 受給希望確認、研修計画（別紙様式第１号）を教務課へ提出 

                ↓ 学院が研修計画を承認 

               給付申請書（別紙様式第２号）を教務課へ提出 

                ↓ 受給スタート 

   受給後、半年ごとに   研修状況報告書（別紙様式第３号、出席簿、成績表の写し）を教務課へ提出 

                ↓ 卒業 

   林業分野へ就職時    就業報告（別紙様式第11号）を教務課へ提出 

                ↓ 就業                 

   卒業後５年間、７月末と１月末 就業状況報告（別紙様式第７号）を教務課へ提出 

 

４ 給付金の返還 

  以下に該当する場合は、受け取った給付金を一部又は全部返還しなければなりません。 

（１）給付要件を満たさなくなった場合 

（２）研修を途中で中止又は休止した場合 

（３）受給者から中止届又は休止届が提出され、その理由がやむを得ないと認められない場合 

（４）研修実施状況の確認により、適切な研修を行っていないと知事が判断した場合（例えば、知識の習得等を

する努力をしていない場合など） 

（５）研修終了後１年以内に林業分野への就業をしなかった場合 

（６）林業分野への就業を給付期間の1.5倍又は２年間のいずれか長い期間継続しない場合 

（７）就業報告等の必要な届出を行わなかった場合 

（８）虚偽の申請等を行った場合 

 

５ 留意事項 

  本給付金は、税法上の「雑所得」扱いですので、必要に応じ確定申告してください。 

  また、給付金の受給により扶養者（親など）の扶養控除の訂正や社会保険から外れる場合などがありますの

で、ご承知おきください。 

  

参考資料６－１ 



 

「修学環境整備事業費」について 

令和５年２月  

 

 北海道では、北海道立北の森づくり専門学院（以下「学院」という。）の林業・木材産業学科において修学し、

一定の支給要件を満たす生徒に対して「修学環境整備事業費」を令和５年度から支給を開始する予定です。 

 給付要件等の事業詳細は、現在、次のとおり検討中です。詳細が判明しましたら、入学後に改めてお知らせし

ます。 

記 

１ 給付要件 

（１）学院を卒業後、北海道内の木材産業分野等へ就業し、将来的にその中核を担う強い意欲を有していること。 

（２）研修期間が概ね１年かつ年間1,200時間以上であり、林業への就業に必要な技術や知識を習得すること。 

   なお、年間1,200時間以上をクリアするためには、必修又は選択等にかかわらず大半の科目を履修し、９

割以上の出席が必要です（全体のカリキュラムは年間1,300時間程度を予定）。 

（３）常用雇用の雇用契約を締結していないこと。 

（４）原則として生活費の確保を目的とした国及び道の他の事業による給付等を受けていないこと。 

（５）過去に本事業で給付金の給付を受けていないこと。 

 

２ 支給額 

  年間支給実績はありません。 

  なお、支給額は「緑の青年就業準備給付金」の給付額を上限とする予定です。 

 

３ 手続きの主な流れ 

   入学後（６月上旬予定） 受給希望確認、研修計画（別紙様式第１号）を教務課へ提出 

                ↓ 学院が研修計画を承認 

               給付申請書（別紙様式第２号）を教務課へ提出 

                ↓ 受給スタート 

   受給後、半年ごとに   研修状況報告書（別紙様式第３号、出席簿、成績表の写し）を教務課へ提出 

                ↓ 卒業 

   北海道内の木材産業分野等へ就職時 就業報告（別紙様式第11号）を教務課へ提出 

                ↓ 就業                 

   卒業後５年間、７月末と１月末 就業状況報告（別紙様式第７号）を教務課へ提出 

 

４ 給付金の返還 

  以下に該当する場合は、受け取った給付金を一部又は全部返還しなければなりません。 

（１）給付要件を満たさなくなった場合 

（２）研修を途中で中止又は休止した場合 

（３）受給者から中止届又は休止届が提出され、その理由がやむを得ないと認められない場合 

（４）研修実施状況の確認により、適切な研修を行っていないと知事が判断した場合（例えば、知識の習得等を

する努力をしていない場合など） 

（５）研修終了後１年以内に林業分野への就業をしなかった場合 

（６）北海道内の木材産業分野等への就業を給付期間の1.5倍又は２年間のいずれか長い期間継続しない場合 

（７）就業報告等の必要な届出を行わなかった場合 

（８）虚偽の申請等を行った場合 

 

５ 留意事項 

  本給付金は、税法上の「雑所得」扱いですので、必要に応じ確定申告してください。 

  また、給付金の受給により扶養者（親など）の扶養控除の訂正や社会保険から外れる場合などがありますの

で、ご承知おきください。 

 

参考資料６－２ 


