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【第１号議案】 
 

平成２５年度 事業経過報告 
 

平成２５年   

 ３月 １日（金） 正副会長事務局引継会議 長野  林業センター 
 ３月１５日（金） 日本木青連理事予定者会議 東京  東京原木会館 
 ３月２３日（土） 理事予定者会議 長野  林業センター 
 ４月１３日（土） 日本木青連第 1回理事会 東京  木材会館 
 ４月１３日（土） 北信木青連総会 長野  ホテルメトポリタン 
 ４月２４日（水） 東信木青連総会 上田  ささや 
 ４月２５日（木） 松本材青会総会 松本  ホテルモンターニュ松本 
 ５月１１日（土） 第 54回県会員北信大会 長野  ホテル国際 21 
 ５月２５日（土） 第 1回理事会 長野  長野木協事務所 
 ５月３０日（木） 県木連総会 長野  林業センター 
 ５月３１日（金） 第 58回全国会員岩手大会・第 2回理事会 岩手  盛岡市 
 ６月 １日（土）         〃    〃 
 ６月 ８日（土） 

   ～９日（日） 
住まいと省エネフェアー2013木工教室 長野  Mウェーブ 

 ６月２１日（金） 木材産業振興基金総会 長野  林業センター 
 ６月２９日（土） 北信越協議会 石川  山代温泉 
 ７月２７日（土） 第 2 回理事会 長野  林業センター 
 ８月２４日（土） 

  ～２５日（日） 

環境フェアー2013 木工教室 長野  ビッグハット 

 ９月 ５日（木） 木工工作コンクール表彰式打合せ 諏訪 諏訪大社上社 
 ９月２１日（土） 日本木青連第 3 回理事会 福岡 
 ９月２８日（土） 北信越協議会 福井  アオッサ 
１０月 ４日（金） 木工工作審査会 松本  松本合同庁舎 
１０月 ７日（月） 
  ～１１日（金） 

木工工作入賞作品展示 松本  松本合同庁舎１階ロビー 

１０月２１日（月） 
  ～２５日（金） 

木工工作入賞作品展示 長野  長野県庁１階ロビー 

１０月２６日（土） 木工工作コンクール表彰式 諏訪 諏訪大社上社 
１１月 １日（金） 北信越協議会 富山 第一イン新湊 
１１月 ９日（土） 日本木青連第 4 回理事会 名古屋  ポートメッセなごや 
１１月２１日（木） 
  ～２２日（金） 

第 48 回全国木材産業振興大会 埼玉  浦和 

１２月 ２日（月） 農政林委員会懇談会 長野  県庁議会棟 
１２月 ７日（土） 第 3 回理事会 山ノ内町  渋温泉和合会 
平成２６年   
 １月１１日（土） 日本木青連第４回理事会 東京  東京原木会館 
 ２月２２日（土） 第４回理事会 上田市 ささや 
 ２月２２日（土） 北信越協議会 長野大会 上田市 ささや 
 ３月 ２日（日） 日本木青連 木工工作コンクール審査会 福岡県 春日市 

 ３月１２日（水） 正副会長事務局引継会議 長野  林業センター 
 ３月２９日（土） 理事予定者会議 松本  松筑建設会館 
 ４月２６日（土） 臨時理事会 松本  ブエナビスタ 
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【第１号議案】

【収入の部】

大項目 中項目 予算額 決算額 増　減 摘要

会費収入 会員割会費 384,800 384,800 0 @10,400×37名

ＰＲ会費 1,110,000 1,110,000 0 @30,000×37名

小計 1,494,800 1,494,800 0

事業収入 販売事業収入 100,000 250,309 150,309 優良木材展示販売事業10万円
信州の木活用モデル事業150,309円

補助事業 700,000 700,000 0 県 70万円

ＰＲカレンダー 1,400,000 1,325,660 △ 74,340 ＰＲカレンダー斡旋事業

日本木青連カレンダー 50,000 21,500 △ 28,500 @430×50部【日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ精算書参照】

小計 2,250,000 2,297,469 47,469

その他収入 木材産業振興基金 200,000 200,000 0 人材育成事業費

ウッディレター購読料 91,000 91,000 0 @2,600×35名　【ｳｯﾃﾞｨｰﾚﾀｰ精算書参照】

雑収入 100,826 120,832 20,006 木工教室参加料､受取利息等

小計 391,826 411,832 20,006

前期繰越金 1,218,374 1,218,374 0

収入合計 5,355,000 5,422,475 67,475

【支出の部】

大項目 中項目 予算額 決算額 増　減 摘要

負担金 県産材振興対策協議会 30,000 30,000 0

日本木青連 151,800 161,000 9,200 会費4,600×35名

その他 150,000 74,500 △ 75,500 関係外部団体年会費他

小計 331,800 265,500 △ 66,300

ＰＲ事業費 会団ＰＲ事業費 210,000 210,000 0 【会団ＰＲ会費拠出金参照】

第36回県木工工作コンクール事業費 1,200,000 1,344,674 144,674

県ＰＲ事業費 300,000 259,051 △ 40,949 住まいと省ｴﾈﾌｪｱ、環境ﾌｪｱ

ＰＲパンフレット印刷費 20,000 0 △ 20,000

ＩＴ関連費 30,000 29,988 △ 12

ＰＲカレンダー 1,250,000 1,189,790 △ 60,210 PRｶﾚﾝﾀﾞｰ制作費(1,158,010円)、
見本長･申込用紙印刷費(31,780円)

日本木青連カレンダー 43,000 19,000 △ 24,000 @380×50部
【日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ精算書参照】

ウッディレター購読料 79,200 84,000 4,800 @2,400×35名
【ｳｯﾃﾞｨｰﾚﾀｰ精算書参照】

小計 3,132,200 3,136,503 4,303

大会費 県大会開催費 200,000 128,746 △ 71,254

事業運営費 理事会・正副事務局会議・諸会議費 150,000 198,364 48,364 理事会、諸会議費、出向者交通費

県木連・県林務部等懇談会費 50,000 4,000 △ 46,000 県議会懇談会

北信越地区協議会大会費 80,000 124,935 44,935

親睦事業費 50,000 0 △ 50,000

小計 330,000 327,299 △ 2,701

事務局費 印刷費 300,000 401,031 101,031 会員手帳・木青連だより・コピー使用料･封筒他

通信費 30,000 31,628 1,628 振込手数料･切手代･運搬費

慶弔費 50,000 0 △ 50,000

雑費 50,000 2,182 △ 47,818

小計 430,000 434,841 4,841

予備費 931,000 0 △ 931,000

当期支出合計 5,355,000 4,292,889 △ 1,062,111

次期繰越金 0 1,129,586 1,129,586

支出合計 5,355,000 5,422,475 67,475

平成２５年度収支決算（案）
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【会費明細書】

単価 金額 単価 金額

北 信 木 青 連 11 10,400 114,400 30,000 330,000 444,400

東 信 木 青 連 8 10,400 83,200 30,000 240,000 323,200

松 本 材 青 会 16 10,400 166,400 30,000 480,000 646,400

個 人 会 員 2 10,400 20,800 30,000 60,000 80,800

合 計 37 384,800 1,110,000 1,494,800

【会団ＰＲ会費拠出金】

ＰＲ会費 拠出割合 金額

北 信 木 青 連 11 330,000 20% 66,000

東 信 木 青 連 8 240,000 20% 48,000

松 本 材 青 会 16 480,000 20% 96,000

個 人 会 員 2 60,000 - - 

合 計 37 1,110,000 210,000

【ウッディレター精算書】

単価 金額 単価 金額

北 信 木 青 連 11 2,600 28,600

東 信 木 青 連 8 2,600 20,800

松 本 材 青 会 16 2,600 41,600

合 計 35 91,000 84,000

長野県木青連取次ぎ手数料 91,000 - 84,000 ＝ 7,000円

拠出額（円）
備　考

会団名 注文数
ウッディレター購読料（円） 日本木青連支払額（円）

2,400×35人 84,000

合計(円）

備考

会員数（名）会団名
会員割会費（円） ＰＲ会費（円）

会員数（名）会団名
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【ＰＲカレンダー精算書】

単価（円/部） 金額

長 野 材 友 会 250 116,000 50 12,500 103,500

高 水 若 杉 会 790 340,600 50 39,500 301,100

上 小 木 青 連 235 135,750 50 11,750 124,000

唐 松 会 220 97,100 50 11,000 86,100

松 本 材 青 会 850 432,000 50 42,500 389,500

南 安 ア ル プ ス 会 250 125,500 50 12,500 113,000

木 曽 265 150,300 -           -           150,300

個 人 会 員 114 58,160 -           -           58,160

合 計 2,974 1,455,410 129,750 1,325,660

共立プラニング様への支払額 1,189,790円
（PRｶﾚﾝﾀﾞｰ制作費(1,158,010円)、見本長･申込用紙印刷･発送費(31,780円)）
長野県木青連　斡旋手数料 1,325,660－1,189,790＝135,870円

【日本木青連カレンダー精算書】

単価 金額 単価 金額

１社 50 430 21,500 380 19,000

合 計 50 21,500 19,000

長野県木青連手数料 21,500 - 19,000 ＝ 2,500円

【木青連基金】

平成２５年度期首残高

期中増加額

（１）預金利息

期中取り崩し額

平成２５年度期末残高

会団名 合計金額注文数
会団手数料（円）

備考県木青連

会社数 注文数
日本木青連カレンダー（円） 日本木青連支払額（円）

備考

1,607,522          

金　額（円） 備　考内　容

256                

-                  

1,607,778          

前年度繰越額
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【第２号議案】

役　職 氏　名      所　属 ﾌﾞﾛｯｸ 備考

理事 会　長 宮川
ﾐﾔｶﾞﾜ

　秀紀
ﾋﾃﾞｷ 松本材青会 中信

直前会長 中澤
ﾅｶｻﾞﾜ

　勝成
ｶﾂﾅﾘ 北信木青連 北信

監　事 深澤
ﾌｶｻﾜ

　猛
ﾀｹｼ 北信木青連 北信

監　事 島田
シマダ

　直政
ナオマサ

東信木青連 東信

理事 代行副会長 田中
ﾀﾅｶ

　俊章
ﾄｼｱｷ 東信木青連 東信

理事 副会長 大蔵
ｵｵｸﾗ

　俊介
ｼｭﾝｽｹ 松本材青会 中信

理事 副会長 土倉
ﾂﾁｸﾗ

　宣也
ﾖｼﾅﾘ 北信木青連 北信

理事 北信木青連　会団長 澁澤
ｼﾌﾞｻﾜ

　一吉
ｲﾁﾖｼ 北信木青連 北信

理事 北信木青連　副会団長 山崎
ﾔﾏｻﾞｷ

　泰雄
ﾔｽｵ 北信木青連 北信

理事 東信木青連　会団長 新井
ｱﾗｲ

　藤弘
ﾌｼﾞﾋﾛ 東信木青連 東信

理事 東信木青連　副会団長 田中
ﾀﾅｶ

　雄介
ﾕｳｽｹ 東信木青連 東信

理事 松本材青会　会団長 寺西
ﾃﾗﾆｼ

　勝
ﾏｻﾙ 松本材青会 中信

理事 松本材青会　副会団長 浅井
ｱｻｲ

　崇
ﾀｶｼ 松本材青会 中信

理事 事務局長 佐原
ｻﾊﾗ

　弘一
ｺｳｲﾁ 松本材青会 中信

事務局次長 赤羽
ｱｶﾊﾈ

　洋紀
ﾋﾛﾉﾘ 松本材青会 中信

事務局次長 田中
タナカ

　雄介
ユウスケ

東信木青連 東信

事務局主事 松本
ﾏﾂﾓﾄ

　寿弘
ﾄｼﾋﾛ

日本木青連出
向

常任理事　財務委員長 島田
ｼﾏﾀﾞ

　直政
ﾅｵﾏｻ 東信木青連 東信

日本木青連出
向

常任理事　財務副委員長 小林
ｺﾊﾞﾔｼ

　稔
ﾄｼ

政
ﾏｻ 松本材青会 中信

日本木青連出
向

会団長理事 宮川
ﾐﾔｶﾞﾜ

　秀紀
ﾋﾃﾞｷ 松本材青会 中信

日本木青連出
向

木材活用委員会　副委員長 印出
ｲﾝﾃﾞ

　晃
ｱｷﾗ 松本材青会 中信

日本木青連出
向

木材活用委員会　委員 田中
ﾀﾅｶ

　俊章
ﾄｼｱｷ 東信木青連 東信

日本木青連出
向

木育推進委員会　委員 瀧沢
ﾀｷｻﾞﾜ

　良夫
ﾖｼｵ 北信木青連 北信

日本木青連出
向

オリンピック対策　副委員長 中澤
ナカザワ

　勝成
カツナリ

北信木青連 北信

日本木青連出
向

オリンピック対策　委員 新井
ｱﾗｲ

　藤弘
ﾌｼﾞﾋﾛ 北信木青連 北信

日本木青連出
向

オリンピック対策　委員 白石
シライシ

　直仁
ナオヒト

北信木青連 北信

北信越出向
北信越地区協議会
県会団代表 宮川

ﾐﾔｶﾞﾜ
　秀紀
ﾋﾃﾞｷ 松本材青会 中信

北信越出向
北信越地区協議会
県会団代表 田中

ﾀﾅｶ
　俊章
ﾄｼｱｷ 東信木青連 東信

北信越出向
北信越地区協議会
県会団代表 佐原

ｻﾊﾗ
　弘一
ｺｳｲﾁ 松本材青会 中信

北信越出向
北信越地区協議会
県会団代表 田中

タナカ

　雄介
ユウスケ

東信木青連 東信

協力企業 オブザーバー 日野原
ヒノハラ

　和仁
カズヒト

共立プランニング

平成２６年度長野県木青連役員・出向者（案）
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運営・活動・職務分担(案）

役職名 氏　　名 担当職務内容

副会長

１）全体包括会　　長

１）包括意見

１）会長職務補佐・代行

宮川　秀紀

中澤　勝成

会長代行副会長 田中　俊章

１）児童生徒木工工作コンクール担当

２）理事会議長

３）次年度関係包括

４）ＰＲ活動（カレンダー斡旋）担当

直前会長

大蔵　俊介副会長

土倉　宣也

１）総務・財務担当

２）理事会・諸会議企画運営進行

役職名

役職名

監　　事

監　　事

事務局主事

島田　直政 １）事業・財務監査担当

１）事務局長補佐担当

担当職務内容

深澤　　猛 １）事業・財務監査担当

担当職務内容

３）ホームページ担当

氏　　名

１）事務局統括担当

１）事務局長補佐担当

２）次年度関係事務担当

２）木青連だより編集担当

赤羽　洋紀

佐原　弘一

１）関係団体渉外担当

２）文章・資料保管事務担当

３）ホームページ補佐担当

松本　寿弘

(１)正副会長

（２）監事

（３）事務局

事務局長

事務局次長

事務局次長 ２）木青連だより編集担当

３）次年度関係事務担当

田中　雄介

氏　　名
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【第３号議案】 

平成２６年度 長野県木青連事業計画（案） 

長野県木材青壮年団体連合会 

平成２６年度会長 宮川秀紀 

【スローガン】 
 
   原点回帰 そしてさらなる進化 
 
【会長指針】 
   21 世紀がスタートして気がつけば十余年が過ぎ、本年度からは消費税が 5 パーセントから８パ

ーセントへ移行されました。将来のビジョンがあまり見えない中この消費税の値上げが我々の業界

をはじめ、日本経済をどのような方向に進んでいくのか正直見えない毎日です。しかし、そんな中

でも我々木材界は前を見て一歩一歩進んでいかなくてはなりません。誰かがやってくれる 誰かが

助けてくれるなど他人頼みではなく自らが先頭になってこの先が見えない不安を払拭していかな

くてはなりません。今こそ木青連の力を見せる時代です。心を一つにこの苦境に立ち向かっていき

ましょう。 
 
 ≪木材普及≫ 
   木青連では 木のすばらしさを伝えるための事業を数多く行っております。 
   本年度も木材普及の為 木工工作コンクール 木工教室 などの木育を通じ木のすばらしさを

多くの皆様へ伝える事業を計画し、特に子供たちに木の素晴らしさを伝えるための活動も多く実施

していきたいと思います。 
 
 ≪少数精鋭≫ 
   本年度の木青連の会員は 36 名になりました。私が木青連に入会したころに比べれば会員数は減

少の一途をたどり会団がなくなった地域もありました。しかしそんな厳しい時代の中でも現在活動

している会団はそれなりの努力をして今があると考えます。そんな厳しい時代を乗り越えてきたか

らこそ、現在生き残った会団及び会員は本当に選ばれたメンバーなのです。少ないからこそ意思決

定も迅速になりメンバー内の結束も昔よりは固い絆で結ばれております。今こそ、この選ばれたメ

ンバーで行動をおこす時期が来ていると思います。 
   業界の発展の為に個々の能力を最大限に発揮し行動に移しましょう。 
 
 ≪原点回帰≫ 
   今こそ初心に立ち返えることにより今ある木材界の原点を見つめ返す機会をもう一度見つめ直

し、そしてさらなる進化を目指して行動に移しましょう。 
 
【基本方針】 
  １ 未来を担う子供たちに木の素晴らしさ ぬくもりを伝え自然保護の大切さをつたえよう。 
  ２ メンバー同士の交流を深め個々の会員の資質の向上に努めよう。 
  ３ 木青連の原点を見つめ直しつつ 未来に向けて何が今できるのかを語り合いビジョンを見出そう 



‐ 9 ‐

【１】長野県木青連が基本方針に基づき、会員、単位会団、ブロック並びに関係諸団体と連携して行う会議

（１）  定時総会

（２）  理事会 

（３）  県、中部森林管理局、関係団体との懇談会 

【２】長野県木青連が主催し、各単位会団、個人会員に協力を依頼して行う事業

（１）   第55回県会員中信大会

（２）   第37回長野県児童・生徒木工工作コンクール

（３）   ＰＲカレンダーの斡旋

（４）   木の日ＰＲ事業

（５）  会員拡大  

（６）  木青連だよりの発行   

（７） 今後の木青連の在り方研究  

【３】各単位会団、ブロックが主催し長野県木青連が協力して行う事業

（１）　木材ＰＲ事業

【４】日本木青連が主催し、各単位会団、各県木青連に協力を依頼して行う事業

（１）   第59回全国会員宮崎大会

（２）   第39回全国児童・生徒木工工作コンクール

（３）   第18回日本木青連木材活用コンクール

（４）   ウッディレターの発行

（５）   総会、理事会、委員会

【５】地区協議会が主催し、各単位会団、各県木青連に協力を依頼して行う事業

（１）   北信越地区会員大会

（２）   北信越地区協議会

【６】関係諸団体等が主催し、長野県木青連、ブロック、単位会団が協力して行う事業

（１）   長野県県産材振興対策協議会が主催する事業

（２）   長野県木材協同組合連合会が主催する事業

（３）   長野県木材振興基金が主催する事業

（４）   （財）長野県建築住宅センターが主催する事業

（５）   県、中部森林管理局等が主催する事業

平成２６年度　事業計画(案)



月 日 内容 日 内容 日 内容

26年 29 理事予定者会議(松本） 7 第１回理事予定者会議（東京）
３月

11 新任挨拶廻り
４月 12 第１回理事会(東京）

26 第55回県会員中信大会・定時総会

5月
31 第１回正副会長・事務局会議

第１回理事会
14 全国大会（宮崎） 13 第２回理事会・総会（東京）

６月 14 全国大会（宮崎）

8
７月 26 第２回正副会長・事務局会議 9

第２回理事会

８月

19 木工工作コンクール審査会（松本） 19 第３回常任理事会（広島）
９月 20 第３回理事会 委員会（広島）

１０月

8 第４回理事会（東京）
１１月

6 第３回正副会長・事務局会議
１２月 第３回理事会

27年 14 新年挨拶廻り（常任理事以上）
１月 第５回理事会　委員会（東京）

21 第４回正副会長・事務局会議 未定 地区協議会会員大会
２月 第４回理事会

未定 正副事務局引き継ぎ会議 7 第６回理事会・臨時総会（東京）
３月

長野県木材青壮年団体連合会 北信越地区協議会 日本木材青壮年団体連合会

平成２６年度　事業日程（案）
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委員 田 中 俊 章 【東信木青連】

【東信木青連】

【松本材青会】

【東信木青連】

【東信木青連】

平成２６年度  出向者（案）

理事

理事

理事 【松本材青会】

【北信木青連】

（１）　日本木材青壮年団体連合会

【東信木青連】

【松本材青会】

木材活用委員会　委員

【松本材青会】

【松本材青会】

【東信木青連】

【松本材青会】

（３）長野県木材産業振興基金

県会団代表

県会団代表

【東信木青連】

【松本材青会】

【松本材青会】

【松本材青会】

島 田 直 政

小 林 稔 政

宮 川 秀 紀

瀧 沢 良 夫

（２）日本木材青壮年団体連合会　北信越地区協議会

【松本材青会】

印 出 晃

田 中 俊 章

宮 川 秀 紀

田 中 俊 章

佐 原 弘 一

田 中 雄 介

宮 川 秀 紀

（６）（公財）長野県緑の基金

宮 川 秀 紀

幹事

（５）長野県木材産業政治連盟

【松本材青会】

県会団代表

県会団代表

宮 川 秀 紀評議員

常任理事　財務委員長

常任理事　財務副委員長

会団長理事

木育推進委員会　副委員長

木材活用委員会　副委員長

副会長

理事

理事

（４）長野県県産材振興対策協議会

田 中 俊 章

大 蔵 俊 介

田 中 雄 介

評議員

評議員

理事

宮 川 秀 紀

佐 原 弘 一

オリンピック対策　副委員長 中 澤 勝 成

オリンピック対策　委員 新 井 藤 弘

オリンピック対策　委員 白 石 直 仁

【北信木青連】

【東信木青連】

【北信木青連】



監　事

監　事

オブザーバー

事 務 局 長 佐原　弘一

事務局次長 赤羽　洋紀

事務局次長 田中　雄介

事務局主事 松本　寿弘

ブロック

副会長

会団名

会団長

副会団長

東信木青連

新井　藤弘

田中　雄介

中信ブロック

大蔵　俊介

個人会員

飯塚 正行

中村　孝

東信ブロック

理事会構成／理事・監事・事務局

土倉　宣也 田中俊章

会長　　　　　　　　 　宮川　秀紀事 務 局

会長代行副会長　　田中　俊章　  　　　　

正副会団長　　　　　　　　　　　【６名】

平成２６年度　組織図（案）

総会

総会構成／全正会員：個人会員

正副・事務局長　             　【５名】 理事会

理 事

深澤　猛

島田　直政

オブザーバー

浅井　崇

北信木青連

澁澤　一吉

山崎　泰雄

松本材青会

寺西　勝

日本木青連出向者　　　　　　　【9名】

直前会長　　　　中澤　勝成　　　　　　　　

北信ブロック
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【収入の部】

大項目 中項目 予算額 摘要

会費収入 会員割会費 374,400 @10,400×36名

ＰＲ会費 1,080,000 @30,000×36名

小計 1,454,400

事業収入 販売事業収入 100,000 優良木材展示販売事業

補助事業 700,000 県70万

ＰＲカレンダー 1,400,000 ＰＲカレンダー斡旋事業

日本木青連カレンダー 50,000 ＰＲカレンダー斡旋事業

小計 2,250,000

その他収入 木材産業振興基金 200,000

ウッディレター購読料 88,400 購読料@2,600×34名

雑収入 50,614 木工品販売等

小計 339,014

前期繰越金 1,129,586

収入合計 5,173,000

【支出の部】

大項目 中項目 予算額 摘要

負担金 県産材振興対策協議会 30,000

日本木青連 147,200 会費@4,600×32名

その他 150,000 関係外部団体等会費ほか

小計 327,200

ＰＲ事業費 会団ＰＲ事業費 204,000 添付資料参照

第３７回県木工工作コンクール事業費 1,300,000

県ＰＲ事業費 300,000

ＰＲパンフレット印刷費 20,000 木工品販売チラシ

ＩＴ関連費 30,000

ＰＲカレンダー 1,250,000 ＰＲカレンダー斡旋事業

木青連カレンダー 43,000 ＰＲカレンダー斡旋事業

ウッディレター購読料 76,800 購読料@2,400×32名

小計 3,223,800

大会費 県大会開催費 250,000

事業運営費 理事会・正副事務局会議・諸会議費 150,000 出向交通費@2000円を含む

県木連・県林務部等懇談会費 50,000

親睦事業費 50,000

小計 250,000

事務局費 印刷費 300,000 会員手帳・木青連だより・その他

通信費 30,000

慶弔費 50,000

雑費 50,000

小計 430,000

予備費 692,000

支出合計 5,173,000

平成２６年度  収支予算（案）
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【会費明細書】

会団名 単価 会員割会費 ＰＲ会費 合計

北信木青連 11 名 13,000 143,000 330,000 473,000

東信木青連 6 名 13,000 78,000 180,000 258,000

松本材青会 17 名 13,000 221,000 510,000 731,000

個人会員 2 名 10,400 20,800 60,000 80,800

合計 36 名 462,800 1,080,000 1,542,800

【会団ＰＲ会費拠出額】

会団名

北信木青連 330,000 × 20 ％

東信木青連 180,000 × 20 ％

松本材青会 510,000 × 20 ％

合計 1,020,000 × 20 ％

※　会員割会費＠１３，０００円　＝　会費＠１０，４００円　＋　ウッディレター購読料＠２，６００円

30,000

30,000

30,000

204,000

36,000

102,000

66,000

会員数

拠出額 備考(ＰＲ会費の20％)

単価

30,000
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