
第1期活動報告書
平成15年5月27日～平成16年3月31日



目 次

その１． 概要

その２． 組織

その３． 活動

その４． 第1期収支



その１．概要

green birdとは。

green birdとは、「キレイな街は、人の心もキレイにする」を

コンセプトに誕生した原宿表参道発信のプロジェクト。

「ゴミやタバコをポイ捨てしない。」と［宣言］すれば、

誰もがgreen birdのメンバーです。

主な活動は、表参道の 「朝そうじ」。でもこれは強制じゃありません。

「街を汚すことはかっこ悪いことだ。」という気持ちを持つだけでいいのです。

個人をはじめ、ショップスタッフや企業・団体など、ただ今、

プロモーションの輪はどんどん拡がっています。

合言葉は“KEEP CLEAN, KEEP GREEN.”。

原宿表参道だけでなく、自分たちが住む街を

もっとキレイで、もっとカッコイイ街にするために。

ひとりでも多くの参加を、お待ちしています。



その１．概要

グリーンバードでは、「ロゴマーク（イラストレーター；寄藤文平氏）」、「宣言」を用
いて世の中への啓蒙活動に努めています。70年代に平和の象徴として、「にこ
ちゃん・マーク」がありました。21世紀は「ココロの豊かさ＝ゴミのポイ捨てはかっ
こ悪い！」の象徴として、「グリーンバード・マーク」があります。
「宣言」は、WEB（http://greenbird.jp/ver2/docs/sengen/index.html）にて受け付
けています。

～green bird宣言～

http://greenbird.jp/ver2/docs/sengen/index.html


［ 活動内容 ］

① ゴミ拾い活動

・定例のそうじ活動

② ゴミのポイ捨てかっこ悪い！活動

・様々なメディア、イベントを活用してgreen birdの理念を訴求する活動

③協賛活動

・運営に必要な資金、品物を寄付してもらう活動

2010年
‘ゴミのポイ捨ては、かっこ悪い！’という気持ち・思想を

4,000万人の人たちと共有したい！

［グランド・ビジョン ］

～green birdの活動／ビジョン～

その１．概要



名 称 ： 特定非営利活動法人green bird（グリーンバード） 東京／原宿表参道本部

代 表者 ： 長谷部 健

事 務局（本部） ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6－35－3 ｺｰﾌﾟｵﾘﾝﾋﾟｱ206号室

連 絡先 ： ＴＥＬ／03－5469－5318、ＦＡＸ／03－5469－5338、e-mail／info@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp

■東京／下北沢チーム（平成15年9月～）

代 表者 ： 諸冶 慶志郎

連 絡先 ： e-mail／moroji@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html

■福岡／天神チーム（平成15年10月～）

代 表者 ： 木下 真裕

連 絡先 ： ＴＥＬ／090-8760－4723 、e-mail／kinoshita@greenbird.jp

ホームページ ： http://www.greenbird.jp/ver2/docs/fukuoka/index.html

欅会青年部
【月・木曜日】

実施者：欅会青年部（4～5人）
時間帯：9：30～昼頃

ユニフォーム：無

欅会ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ
【火・金曜日】

実施者：ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞｰｴｽ（4～5人）
時間帯：9：30～昼頃

ユニフォーム：有

美容部会
【水曜日】

実施者：美容師（4～5人）
時間帯：9：30～昼頃

ユニフォーム：無

ﾗﾌｫｰﾚ ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ
【土曜日】

実施者：高校生ｱﾙﾊﾞｲﾄ（7～8人）
時間帯：13：00～16：00
ユニフォーム：有

【～平成13年】

【平成15年～】

欅会青年部

欅会ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ 美容部会

ﾗﾌｫｰﾚ
ｸﾘｰﾝﾊﾞｽﾀｰｽﾞ

NPO法人 green bird
東京／原宿表参道本部、
東京／下北沢チーム、
福岡／天神チーム、

スポーツ選手
片山 右京（元F1ﾊﾟｲﾛｯﾄ）
平尾 誠二（元ラグビー日本代表）
須藤元気（挌闘家） 他

企業
サントリー（株） ㈱ﾄﾑﾗ･ｼｽﾃﾑｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ

日本たばこ産業（株） ㈱キデイランド
（株）ナイキ・ジャパン
タワー・レコード（株）
国内信販㈱

地元住民

ショップ
生活の木（アロマ）
ba-tsu（アパレル）
６３２（ベイカリーカフェ）
八竹（すし屋） 他

タレント
鳥越俊太郎
江口 洋介
別所 哲也
市川 実和子
山田 玲奈
大橋マキ 他

マスコミ
SOTOKOTO（雑誌:連載）
オーリー、
オーリーガールズ 他

原宿表参道に
遊びに来る人

原宿表参道が
好きな人

ミュージシャン
小宮山 雄飛

団体・財団
アイルランド大使館
ｱｲﾘｯｼｭ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 他

その２．組織

～全体組織～

＊敬称略

mailto:info@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp
mailto:moroji@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/shimokita/index.html
mailto:kinoshita@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/ver2/docs/fukuoka/index.html


その２．組織

～組織MAP～

[ 東京／原宿表参道本部 ]

代表：長谷部健
事務局長：嶋瀬徹
イベンター：涌井規州
デザイナー：馬渡陽明
デザイナー：中村秀樹
事務：荒井美香

会計顧問：李日生

[ 役員名簿 ]

[ 東京／下北沢チーム ]

チーム長：諸治慶志郎
プロデューサー：猪越健
プランナー：新井桂
ディレクター：網屋徹
ディレクター：吉永美津子
スタッフ：古池勝也

[ 福岡／天神チーム ]

チーム長：木下真裕
入山忠、重松裕樹、小川裕子、
宮本良平、坂本貴士、
岩永真一、白石洋一、
吉柳佐智子、西川誠

理事長：長谷部健 渋谷区議会議員
副理事長：重永忠 （株）生活の木／代表取締役社長
理事：和田昌弥 （有）八竹／代表取締役
理事：松本ルキ （株）オールファッションアート研究所／社長室 統括
理事：山本英輔 隅田商事（株）／取締役 本部長
理事：嶋瀬徹 （有）ルート／代表
監事：鈴木寛 参議院議員

青木信之
相田真
森川朋代

[ 社員名簿 ]

長谷部健
重永忠
和田昌弥
松本ルキ

山本英輔
嶋瀬徹
鈴木寛
池原由起子



［東京／原宿表参道 ］

［東京／下北沢 ］

［福岡／天神 ］

○そうじ日時 毎週日曜日
13：00～15：00まで

○集合場所 小田急下北沢駅南口
○集合時間 12：55
○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

○そうじ日時 ①毎週月・木曜日 07：30～08：45まで
②毎週第3日曜日 14：00～16：30まで

○集合場所 中央区天神２丁目
警固公園 FREE WAVE前

○集合時間 ①07：25
②13：45

○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

その３．活動

～‘定例そうじ’篇～

○そうじ日時 毎週月・木曜日
09：30～12：00まで

○集合場所 東京都渋谷区神宮前6-2-6
商店街振興組合原宿表参道欅会事務局

○最寄駅 JR原宿駅、
営団地下鉄表参道駅・明治神宮前駅

○集合時間 09：30～09：45
○その他 雨天中止
○道具など 手ぶらでご参加下さい

回／月 のべ人数 回／月 のべ人数 回／月 のべ人数

平成15 5 8 48 － － － －

6 9 54 － － － －

7 9 54 － － － －

8 8 48 － － － －

9 9 54 － － － －

10 9 54 4 48 7 70

11 8 48 4 48 7 70

12 8 48 4 48 9 90

平成16 1 8 48 4 48 8 80

2 8 48 3 36 8 80

3 9 54 3 36 9 90

93回／年 558人／年 22回／年 264人／年 48回／年 480人／年合 計

東京／原宿表参道本部 東京／下北沢チーム 福岡／天神チーム
年 月



その３．活動

～‘そうじイベント’篇～

－ケヤキ祭－
平成15年4月18日

－ｾｲﾝﾄ・ﾊﾟﾄﾘｸｽ・ﾃﾞｲ－
平成15年3月16日

－神宮前小学校－
平成15年4月23日、6月18日、

11月26日

－富士山そうじ体験ツアー－
平成15年9月27日

－原宿表参道 2003ｽｰﾊﾟｰ元気祭－
平成15年8月23日・24日

－淑徳大学“淑徳祭2003”－
平成15年10月25・26日

－ハローハロウィンパンプキンパレード2003－
平成15年10月26日

－ふるさと渋谷フェスティバル2003－
平成15年11月2日・3日

－リサイクルベンダー設置－
平成15年12月12日～平成16年1月13日

－下北沢 天狗祭り－
平成16年1月31日

－国境を越えたそうじ大会－
平成16年2月7日

－渋谷ゴミ拾いイベント－
平成15 月11月22日



その３．活動

～‘メディア’篇～

グリーンバードでは、様々なメディアを通して活動訴求のためのプロモーション
を展開してます。新聞、雑誌（上記掲載例）、ラジオ媒体（J-WAVE（81.3）
「BOOM TOWN」 、東京FM（80.0）「柴田玲のSUPREME」、 J-WAVE（81.3）
「LIFE＠SAFARI」、LOVE FM「VIS AVIS」、TBSラジオ「CUBE」他） を始め、
公式ホームページ（http://www.greenbird.jp）での情報公開／メッセージ発信
に努めています。デザインは「馬渡陽明」、WEBは「中村秀樹」作です。

http://www.greenbird.jp


その３．活動

～‘街メディア’篇～

ポストカードは、イベント時に配ったり、都内のSHOPラック（約２５０ヵ所）に展示しています。イラストは「寄藤文平氏」、
コピーは「中村聖子氏」作です。

［ ポストカード ］

［大型街頭ビジョン ］ ［ 街頭フラッグ ］

SOTOKOTOとのタイアップCMを「原宿アストロ」、「マ
リオンビジョン」、「１０９フォーラムビジョン」、「I’Mビジョ
ン」の４ヶ所で放映中です。

原宿表参道のケヤキ並木でフラッグを掲出しました。



1口金額：500万/年
協賛企業：サントリー（株）/1口、日本たばこ産業（株）/1口

［ A協賛金 ］

その３．活動

～‘協賛’篇～
［協賛金 ］

グリーンバードでは、活動運営に充
てる資金を協賛金として頂いていま
す。
１口５００万円／年の「A協賛金」、１
口５０万円／月の「B協賛金」、１口1
万円／年の「C協賛金」の3枠を設
けて募集中です。

［協賛品 ］

グリーンバードでは、活動運営に充
てる品物を協賛品として頂いていま
す。
そうじユニフォームはナイキ、ゴミ
袋・軍手はタワーレコード、ドリンク
はサントリー、ポッケロ（携帯灰皿）
はJTから協賛品としてご提供を受
けています。

［缶バッジ基金 ］

グリーンバードでは、南極をそうじす
る‘南極そうじプロジェクト’を実施中。
原則、100円（1口）を寄付頂いた方
にオリジナル缶バッジ1個をお渡しし
ています。

1口金額：50万/月
協賛企業：タワーレコード（株）/4口

*平成16年5月予定

［ B協賛金］

1口金額：1万/年
協賛企業：サントリー（株）/20口

［ C協賛金］



その３．活動

～‘総集’篇～

［定例そうじ ］

［ そうじイベント ］

［ ポストカード ］

延べ28万人強の人たちと接触しました

［缶バッジ ］

平成15年 平成16年

東京/原宿表参道 408 150

東京/下北沢 144 120

福岡/福岡天神 230 250

合計 1,302名

平成15年 平成16年

東京/原宿表参道 743/10回 180/3回

東京/下北沢 10/1回

福岡/福岡天神 233/2回

合計 1,166名

平成15年 平成16年

東京/原宿表参道 40,300 6,000

東京/下北沢 100 848

福岡/福岡天神 200 2,360

都内250箇所 130,000 60,000

その他 4,000 1,200

合計 245,008枚

平成15年 平成16年

東京/原宿表参道 1,520 350

東京/下北沢 20 0

福岡/福岡天神 0 2,280

その他 30,000 2,330

合計 36,500枚



その４．第1期収支

特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

現金預金（注記1）

現金 0 1,913

預金 0 851,115

棚卸資産（注記2） 0 0

前払費用（注記3） 0 170,000

流動資産合計 0 1,023,028

２ 固定資産

建物附属設備（注記4） 0 106,000

工具器具備品（注記4） 0 862,205

固定資産合計 0 968,205

資産合計 0 1,991,233

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

短期借入金（注記5） 0 1,200,000

未払金（注記6） 0 1,116,968

未払費用 0 30,701

流動負債合計 0 2,347,669

負債合計 0 2,347,669

正味財産 0 (356,436)

当法人設立の日
（平成１５年５月２７日）

当会計年度末
（平成１６年３月３１日）

平成15年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録



特定非営利活動法人 green bird  

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

現金預金（注記1） 短期借入金（注記5） 0 1,200,000

0 1,913 未払金（注記6） 0 1,116,968

0 851,115 未払費用 0 30,701

棚卸資産（注記2） 0 0 流動負債合計 0

前払費用（注記3） 0 170,000 負債合計 0

流動資産合計 0 1,023,028 Ⅲ 正味財産の部

設立時正味財産 0

建物附属設備（注記4） 0 106,000 当期正味財産増加額 0 (356,436)

工具器具備品（注記4） 0 862,205 正味財産合計 0

固定資産合計 0 968,205

0 1,991,233 負債及び正味財産合計 0

当法人設立の日
（平成１５年５月２７日）

当会計年度末
（平成１６

      

当法人設立の日
（平成１５年５月２７日）

当会計年度末
（平成１６年３月３１日）



平成15年度 特定非営利活動に係わる事業会計収支計算表

その４．第1期収支

特定非営利活動法人 green bird （単位：円）

Ⅰ 経常収入の部
１ 会費入会金

入会金 2,442
年会費 2,442 4,884

２ 寄付金（注記8） 2,761,543
３ 協賛金（注記9） 10,200,000
４ 補助金 0
経常収入合計 12,966,427

Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費

環境美化 60,825
イベント企画 31,623 92,448

２ 管理費
役員報酬 0
給与手当 1,145,396
外注費（企画/運営） 8,656,375
外注費（管理） 87,045
荷造運賃発送費 25,720
広告宣伝費 84,000
会議費 53,471
旅費交通費 220,645
通信費 223,120
消耗品費 235,095
水道光熱費 99,102
新聞図書資料代 8,133
支払手数料 698,375
リース料 28,770
地代家賃 1,660,968
租税公課 4,200 13,230,415

経常支出合計 13,322,863
経常収支差額 (356,436)

Ⅲ その他資金収支の部
１ 財務収入

役員からの借入による収入 1,200,000 1,200,000
２ その他支出

事務所内装工事支出 106,000
PC購入支出 212,205
事務所備品購入支出 650,000 968,205

その他資金収支差額 231,795
当期資金収支差額 (124,641)
次期繰越資金（注記7） (124,641)

当会計年度
（平成１５年５月２７日から
平成１６年３月３１日まで）



注記事項 *その１

その４．第1期収支

1. 現金預金
（単位：円）

平成16年3月31日現在
普通預金（UFJ銀行 原宿支店） 851,115

2. 棚卸資産

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている方々から、支援として以下の資産の
寄付を受けました。

1）GBポストカード（単位：枚） （有）ブーム・メディア・コミュニケーションズ
平成15年度受入数量 270,100
平成15年度棚卸数量 25,092

2）GB缶バッチ（単位：個） （株）東北新社
平成15年度受入数量 50,000
平成15年度棚卸数量 13,500

3）GBポッケロ（単位：個） 日本たばこ産業（株）
平成15年度受入数量 40,000
平成15年度棚卸数量 12,500

4）軍手（単位：個） タワーレコード（株）
平成15年度受入数量 20,000
平成15年度棚卸数量 0

5）ゴミ袋（単位：枚） タワーレコード（株）
平成15年度受入数量 20,000
平成15年度棚卸数量 5,000

6）Tシャツ（単位：枚） サントリー（株）
平成15年度受入数量 100
平成15年度棚卸数量 0

7)ドリンク（単位：ケース） サントリー（株）
平成15年度受入数量 25
平成15年度棚卸数量 0

8）ビブス（単位：枚） （株）ナイキジャパン
平成15年度受入数量 400
平成15年度棚卸数量 400

3. 前払費用
（単位：円）

平成16年4月分事務所家賃前払分 170,000



注記事項 *その2

その４．第1期収支

4. 固定資産

当特定非営利活動法人において固定資産の減価償却を行っておりません。
固定資産の減価償却を行った際の減価償却費及び残存価額は以下の通りでございます。

（単位：円）
建物附属設備 工具器具備品

設立時残高 0 0
購入 106,000 862,205
売却除却 0 0
減価償却費 8,745 82,212
期末残高 97,255 779,993
 （法人税法に定める定額法で計算しております。）

5. 短期借入金
（単位：円）

   借 入 先     利率     金額     法人との関係  
  重永 忠 0% 300,000 理事
  和田 昌弥 0% 300,000 理事
  山本 英輔 0% 300,000 理事
  鈴木 寛 0% 300,000 監事

6. 未払金
（単位：円）

長谷部 健（理事長） 立替金 1,116,968

7. 資金の範囲
（単位：円）

当特定非営利活動法人において資金の範囲とは、現金預金及び短期借入金を除く
短期金銭債権債務としております。

資金の内訳
現金 1,913
預金 851,115
前払費用 170,000
未払金 (1,116,968)
未払費用 (30,701)
期末資金残高 (124,641)

8. 寄付金

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている方々から、イベント活動等の際に
寄付を受けました。

9. 協賛金
（単位：円）

当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている法人より当特定非営利活動の
支援として以下の協賛金を受けました。

サントリー（株） 5,200,000
日本たばこ産業（株） 5,000,000

10,200,000



平成16年6月吉日
特定非営利活動法人green bird

理事長 長谷部健

皆様のご支援のお陰で、ｇｒｅｅｎ ｂｉｒｄの活動は、

発祥の地、原宿表参道から、下北沢、福岡と、
段々と活動の領域を広げています。

１年目は、耕しの年だったと思います。今年度は種をまき
確実にしっかりと芽を育てて行きたいと考えています。

ゴミのポイ捨てをする人が、減ることを願い、ポイ捨てという
行為がカッコ悪いということを、より積極的に、さらに楽しく、

社会にアプローチしていきます。

以上を持ちまして、
特定非営利活動法人green birdの第1期活動報告書とさせて頂きます。

今後とも、どうぞヨロシクお願い致します。


