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green birdとは 
 
 
 

green birdとは、「きれいな街は、人の心もきれいにする」を 
 

コンセプトに誕生した原宿表参道発信の 
 

参加型ボランティアプロジェクト。 
 

「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、｢街のそうじ」。でもこれは強制じゃありません。 
 

「街を汚すことはカッコ悪いことだ。」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、 
 

プロモーションの輪は原宿表参道のみならず 
 

全国各地* 、そして海を越え海外へと、どんどん拡がっています。 
 

合言葉は“KEEP CLEAN, KEEP GREEN.”。 
 

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。 
 

*現在活動中のエリア 
 

表参道・下北沢・駒沢・吉祥寺･渋谷・歌舞伎町・新宿2丁目・外苑・赤坂・池袋・
浅草・ 
芝浦・荻窪・中野・鎌倉・相模原・大宮・千葉・札幌・仙台・越後湯沢・南信州・静
岡・名古屋・ 
四日市・京都・大阪アメ村・北新地・神戸・松山・岡山・福岡・福岡大橋・小倉・佐
賀・長崎・ 
平戸・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄（那覇/名護/恩納村/北谷）・学生・U-18 
パリ・スリランカ・ガーナ・シンガポール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45エ
リア　47チーム*2013年6月現在 

greenbirdとは	
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green bird　では、「ロゴマーク」や「グリーンバード宣言」などを用いて、	
広く啓発活動に努めています。	

→1970年代には、世界平和のシンボルとして「スマイルマーク」がありました。
21世紀の現在は、｢こころの豊かさ＝ゴミのポイ捨てカッコ悪い！」の象徴とし
て、「グリーンバード」があります。 ロゴマークデザインは、R25の表紙イラスト
などを手がけているイラストレーター：寄藤文平さんにお願いしました。	
→「グリーンバード宣言」は、greenbirdの公式ホームページにて受付けていま
す。宣言をしたユーザーのうち、希望者にはイベント予定などの最新情報をお
知らせするメールマガジンを配信しています。	
	
　　　　　　　　　　　　宣言登録者数　　    7,744名	
　　　　　　　　　　　　 メルマガ登録者数　4,853名　（2013年3月31日現在）	

green bird宣言	
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@greenbirdjp　　フォロワー数：1,871　　*各チームでも情報発信中	
　　　　　　　　　　　　	

green bird　　いいね！数：1,701　　	
　　　　　　　　　　　　	



活動内容	

① 街のおそうじ活動	
	

　　・全国各地にて、定例のおそうじ活動を企画し、若者たちのボランティア参加を	

　　　呼びかけています。	
	

② 「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」PR活動	
	

　　・各種メディア掲載・イベント協力などを通じて、たくさんの人たちと出会い、	
　　　理念や活動をPRしています。	

	

③ コラボレーション活動	
	

　　・green birdの活動に賛同していただいた企業・団体のご協力のもと、	

　　　地域貢献や環境啓発に関する活動を企画・運営しています。	

　　　また、団体の運営に必要な活動資金や物品提供など、	
　　　さまざまなカタチでのご協力をお願いしています。	

	

～green birdの活動とビジョン～　	

 
 

目指せ、100チーム！	
	

全国各地100エリアに活動の拠点を増やし、
「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」という

気持ちの輪を広げていきます。
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ビジョン	



運営体制及び活動エリアの紹介　	

理事長：長谷部健　　    　副理事長：重永忠　　　理事：和田昌弥　　理事：松本ルキ　	
理事：山本英輔　　　   　  理事：嶋瀬徹　　　　　理事：横尾俊成　　　監事：左京泰明　　　	
	

 

役員名簿	

社員名簿	

長谷部健	
重永忠	
諸治慶志郎	

和田昌弥	
松本ルキ	
 

山本英輔	
鈴木寛	
	
 

青木信之	
嶋瀬徹	

木下真裕	
勝又夏海	

東京／原宿表参道事務局	

代表理事：長谷部健	
代表：横尾俊成　 
ネットワークマネージャー：大澤真輝 
ブランドマネージャー：入山忠 
プランナー：茅山顕之	
スタッフ：荒井美香	
デザイナー：馬渡陽明	
会計顧問：坂田会計事務所	
 

事務局：〒150-0001 
　　　　　東京都渋谷区神宮前6-35-3-732 
TEL：03-5469-5318 
FAX：03-5469-5338 
E-mail：information@greenbird.jp 
 
 
 

  

札幌	

仙台	

福岡・大橋・小倉	

　鹿児島	
宮崎	

熊本	

長崎・平戸	

名古屋・四日市 

大宮	

南信州	

越後湯沢	

松山	

沖縄（那覇・恩納村・名護・北谷）	

静岡	

表参道・下北沢・駒沢・吉祥寺 
渋谷・歌舞伎町・新宿2丁目・ 
外苑・赤坂・池袋・浅草・芝浦・ 
荻窪・中野 

鎌倉・	
相模原	

活動エリアの紹介	

パリ	

スリランカ	

千葉	

アメ村・北新地	

京都	
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＊2013年6月現在	

神戸	

ガーナ	

シンガポール	

佐賀	

岡山	



チーム紹介　	

活動日：毎週月・木曜　9:30～	
　　　　　 　　　　　水曜　10:30～ 
　　　　　 毎月第3日曜  10:00～	
リーダー：荒井美香 

 
	
	
 

表参道チーム　2003年5月～	
 

活動日：毎週日曜　13:00～	
リーダー：大塚健一 
 
	
 

下北沢チーム　2003年9月～	
 

活動日：毎週月・木曜　7:30～ 
　　　　　   　　火曜 19:00～	
　　　　　 毎月第3土曜15:00～	
リーダー：木下真裕 
	
 

福岡チーム　2003年10月～	
 

活動日：毎月第1・3日曜　　　	
　　　　　10:00～	
リーダー：勝又夏海 
 
	
 

駒沢チーム　2004年4月～	
 

活動日：毎月第1・2・3土曜　	
　　　　　9:50～（7・8月は16:00）	
リーダー：菊地一郎 
 
	
 

鎌倉チーム　2005年10月～	
 

活動日：毎月第2・4日曜　　　	
　　　　　10:00～	
リーダー：登坂亮太 
 
	
 

吉祥寺チーム　2005年12月～	
 

活動日：毎月第1・3土曜　10:30～ 
　　　　　　　 　第2土曜　11:30～	
リーダー：有和孝浩 
　　　　　　伊藤倫太郎 
	
	
 

渋谷チーム　2005年12月～	
 

活動日：毎月第1・3月曜　　　	
　　　　　19:00～	
リーダー：杉山文野・砂押悠子 
 
 

歌舞伎町チーム　2006年8月～	
 

活動日：毎月2回程度	
リーダー：竹野大輝 

学生プロジェクトチーム2007年1月～	
 

活動日：毎週木曜　20:00～	
リーダー：ごうまなみ 
 
 
 

長崎チーム　2007年10月～	
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熊本チーム　2008年4月～	
 

活動日：毎月第1・3金曜　　　	
　　　　　11:00～	
リーダー：村山由紀子 
 
 

外苑チーム　2008年6月～	
 

活動日：毎月第1火曜　  19:00～ 
　　　　　　　　　第2日曜　10:30～	

　　　　  　　　　第3火曜　　8:00～	
　　　　 　 　　　第3土曜   19：30～ 
リーダー：河野恭一郎・井手尾健司 
	
 

宮崎チーム　2008年7月～	
 

アメ村チーム　2008年10月～	
 

赤坂チーム　2008年7月～	
 活動日：毎月第2・4火曜　	

　　　　　8:30～	
リーダー：秋沢淳子・和田将紀 
 
	
 

鹿児島チーム　2008年6月～	
 活動日：毎月第1木曜　7:30～	

　　　　　        第3日曜　14:00～ 
　　　　　        第4木曜　20:00～	
リーダー：古賀亮子 
 
 
	
	
 
活動日：毎月第2・4木曜　　　	
　　　　　20:00～	
リーダー：井坂智幸 
 
 
	
 

活動日：毎月第2・4火曜　　　	
　　　　　20:00～	
リーダー：古谷高治 
 



チーム紹介　	
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活動日：毎月第1金曜　7:45～ 
　　　　　         第1土曜　11:00～ 
　　　　  　       第3火曜　7:45～　　　	
　　　　　         第3金曜　19:00～	

リーダー：篠部大五郎・辻本恵太 
 
 
	
	
 

京都チーム　2008年12月～	
 

活動日：毎月第2日曜 13:00～	
　　　　　 　　　第4日曜   9:30～	
リーダー：杉浦歩実 
 
	
 

南信州チーム　2009年1月～	
 

活動日：毎月第2土曜・第4日曜　　 
　　　　　10:20～	
リーダー：北村高行 
 
	
 

静岡チーム　2009年1月～	
 

活動日：毎月第2・4火曜  8:00～ 
 リーダー：飯田千香子 
 
	
 

越後湯沢チーム　2009年1月～	
 

活動日：毎月第1土曜　11:00～ 
　　　　　　　　 第2火曜　  8:00 
　　　　　 　　　第3木曜　19:00～	
リーダー：服部彰治 
	
 

札幌チーム　2009年3月～	
 

活動日：毎月第1・4土曜/ 
　　　　　第3水曜　10:00～ 
　　　　　（6～9月は9:00）	
リーダー：若江佳朗 
	
 

大宮チーム　2009年3月～	
 

活動日：毎月第1・3水曜19:30～	
　　　　　        第4日曜日13:00～ 
　　　　 　       第4火曜7:30～	
リーダー：壇浦聖徳・葛山泉 
	
 

名古屋チーム　2009年3月～	
 

活動日：毎月第2・4日曜　	
　　　　　10:30～	
リーダー：大塚進乃 
 
	
 

松山チーム　2009年3月～	
 

活動日：不定期 
　　　　　（毎月2回程度）　	
リーダー：ノジマ相模原ライズ 
 
	
 

相模原チーム　2009年4月～	
 

活動日：不定期 
　　　　　（毎月1回程度）	
リーダー：松本司 
　　　　　　 
 

仙台チーム　2009年5月～	
 

千葉チーム　2009年5月～	
 

★ 現在、活動休止中	
	
 

神戸チーム　2010年11月～	
 

平戸チーム　2009年7月～	
 

活動日：毎月8・18・28日 
           （平日のみ）17：30～ 
　　　　　（11月～2月7:30）　	
リーダー：廣井悦子 
 

活動日：（那覇）第3土曜　7:30～　	
　　　　　（名護）不定期 
　　　　　（恩納村）毎月22日時間未定	
リーダー：中村圭一郎・相原　健児・ 
　　　　　　 野本武蔵 
	
 

沖縄チーム　2009年3月～	
 

活動日：毎月第2・4月曜19:00～ 
                    第3日曜19:00～	
リーダー：坂野雅 
 

活動日：毎月3回程度	
リーダー：かくもとしほ 
 
 
 

佐賀チーム　2012年4月～	
 

浅草チーム　2011年5月～	
 活動日：毎月第2・4土曜 

            10：00～（8月は18:00）　	
リーダー：今村ひろゆき　 
　　　　　　今村まり 
 



チーム紹介　	

活動日：毎週水曜日　7:30～ 
　　　　　 毎月第2、4水曜日 18:00～	
リーダー：東秀憲　 
 
	
	
 

福岡大橋チーム　2012年4月～	
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活動日：毎月第1、3金曜日 8:00～ 
　　　　　最終金曜日 20:00～　　　　　	
リーダー：阿賀清恵 
 
	
 

荻窪チーム　2012年5月～	
 

活動日：月3回程度	
リーダー：小川猛志 
 
 
	
	
 

芝浦チーム　2012年5月～	
 

四日市チーム　2012年7月～	
 活動日：毎月第2月曜日 19:00～ 

　　　　　        第3日曜日 8:00～　　　　　  
                    第4土曜日 8:00～　	
リーダー：近藤隆洋 
 

活動日：毎月第2・4土曜日16:00～ 
　　　　　 毎週木曜日19:30～　	
リーダー：徳永しんすけ  
               徳永翔太 
 
	
	
 

北新地チーム　2012年10月～	
 

スリランカチーム　2008年10月～	
 

活動日：月3回程度	
リーダー：原田謙介 
　　　　　　見尾田直 
　　　　　　 
 

中野チーム　2013年3月～	
 

岡山チーム　2013年3月～	
 

活動日：毎月3回程度	
リーダー：松原龍之	
 
 
	
	
 池袋チーム　2013年11月～	

 
活動日：毎月第1、3金曜日 
             19:00～	
リーダー：高橋愛香 
 
 	
	
 パリチーム　2007年1月～	

 

U-18チーム　2013年4月～	
 

活動日：不定期	
リーダー：冨樫泰良 
　　　　　　坂下朋紀 
	
 

新宿2丁目チーム　2012年7月～	
 活動日：第2・4日曜日	

　　　　　18:00～	
リーダー：櫻田宗久 
　　　　　　 ヒロチーコ 
               小原たかき 
 
 
 
 
	
	
 

活動日：不定期（毎月1回）	
リーダー：レオ・ジェコビク 
　　　　　　稲井佳子	
 
 
 
 ガーナチーム　2010年6月～	

 

シンガポールチーム　2012年3月～	
 

活動日：不定期（毎月1回）	
リーダー：国分敏子 
 
 
 

活動日：不定期（毎月1回）	
リーダー：多田収・倉田旬子 
 
 
	
	
 

活動日：毎月第1金曜日11：30～ 
　　　　　 毎月第3日曜日10：30～	
リーダー：佐川広人 
 
 	
	
 

小倉チーム　2013年5月～	
 

活動日：毎週火曜日18:30～	
リーダー：岩永真一 
	
 



イベントそうじ　	

green birdは、定例のそうじ活動以外にも、	
	

「ゴミのポイ捨てカッコ悪いぜ！」のメッセージ発信のため	
	

様々なイベントを主催・協力しています。	
	
	

普段とは異なる場所や方法、イベント性を高めた	
	

プロモーションを行うことで	
	

より多くの人たちに対する活動の認知と	
	

理念の共有化を目指しています。	
	
	

ここでは、平成24年4月から平成25年3月までに	
	

green birdが主催、または参加協力したイベントと	
	

その活動の様子をご報告したいと思います。	
	
	

＊定例活動の様子は、greenbirdのサイト内「おそうじ日記」にて毎回レポートされています。	
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イベントそうじ　	

○2012年4月15日　金谷茶まつり　（静岡チーム） 
 
静岡県島田市で2年に一度開催される「金谷茶まつり」。 
祭り2日目の朝、前日が雨だったため、ゴミは少なめでし
たが会場のゴミ拾いを行いました。 
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○2012年4月1日　駒沢公園お花見そうじ　 
（駒沢チーム） 
 
9年目に突入した駒沢チームの年に一度の恒例行事「駒沢公園お
花見そうじ」。今年も都内の各チームからたくさんの方が参加し、大
変賑やかに開催されました。 

○2012年4月21日、22日　アースデー東京　 
（greenbird事務局） 
 
今年も4/22（地球のことを考えて行動する日）をテーマに	
開催された「アースデイ東京2012」に参加しました。 
今回、グリーンバードのブースでは、新しい試みとして	
「グリーンバード ワクワク体験ボード」を発表！	
子どもたちを中心に、楽しく“グリーンバード体験”をしてい
ただきました。	
また、両日とも会場周辺のクリーンアップ活動も行いました。	

○2012年4月28日　マチナカレッジそうじ　（熊本チーム） 
 
地域密着型の新しい教育のカタチ「マチナカレッジ」。 
今回、「街中を楽しく・美しく！お掃除大作戦　ポイ捨てカッ
コ悪いぜ♪ゴミ拾いツアー」と題して清掃活動を行いました。 
 
 

○2012年4月29日　佐賀チーム立ち上げそうじ　 
（佐賀チーム） 
 
4月29日、佐賀市のメートプラザ佐賀にて立ち上げセレモニーを	
行いました。	
greenbird事務局や福岡、熊本、長崎チーム、環境活動に取り組んで
いる佐賀大学の学生、その他大勢が参加し、総勢121名で	
グリーンバード佐賀チームのスタートを盛り上げました。 
 
 



○2012年5月19日　芝浦チームトライアルそうじ　 
　（芝浦チーム）	
	
4月の始め、鹿児島チームのゴミ拾いに参加したのがきっか
けで動き始めた芝浦チームを地元企業、仲間、子どもたちが
参加しトライアルそうじを行いました。	
	
 

○2012年5月　ごみゼロそうじ  （greenbird事務局）	
	
5/30（ごみゼロの日）をきっかけに、きれいなまちづくりやボランティア
について、楽しく前向きに考えていただきたくきっかけづくりとして、 
グリーンバードでは2009年より「ごみゼロそうじ」を行なっています。 
今年も日本コカ・コラーと各地の 
ボトラー社にご協力をいただきました。 
 
◎ごみゼロそうじ 
・参加者数　約700名 
・開催エリア　21エリア 
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○2012年5月28日　荻窪チームトライアルそうじ 
　（荻窪チーム） 
	
6月から活動をスタートさせるべく、荻窪駅周辺の清掃活動を
行いました。 
杉並区では、駅周辺や商店街などの人通りの激しい地区では、
条例で歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止しているためか、
ゴミは少なめでした。	
	
 

○2012年4月28日～5月6日　結い旅コラボ　（南信州チーム） 
	
遠州から信州へ。 
4月28日から5月6日、塩の道「秋葉街道」をみんなでそうじを 
しながら歩いて塩を運びました。	



○2012年6月9日　日本メドトロニック コラボそうじ＠石狩浜ビーチ　 
（札幌チーム）	
	
日本メドトロニック(株)の社会貢献活動として、札幌支店のみなさ
まと石狩浜海水浴場のビーチクリーンを行いました。 
 

○2012年6月19日　ショートショート フィルムフェスティバル 
　（表参道チーム）	
	
世界各国から集まった個性豊かな監督さんが自慢の短編作品を
発表する映画のお祭り「ショートショートフィルムフェスティバル」。 
2004 年には米国アカデミー賞公認映画祭に認定され、映画祭の
グランプリ受賞作品はアカデミー賞短編部門ノミネート選考対象
となります。 
映画監督や関係者と共に表参道のクリーンアップ活動を行いまし
た。 

○2012年6月16日　greenbirdリーダー会＆ 
　　10周年パーティ　　（greenbird事務局）	
	
年に一度greenbird全チームのリーダーが集まり	
報告会を開き、一年の振り返りと今後の活動について話
し合いました。	
また、今年は10周年目に入るということでパーティを開き、
活動への参加者、関係者と共に楽しい時間を過ごしまし
た。	
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○2012年6月5日　第5回「 新宿マルイ 本館×新宿社協コラボそうじ　
（歌舞伎町チーム）	
	
新宿マルイ 本館の有志で結成された社会貢献チーム「Green　
Elephant」を中心に、新宿区社会福祉協議会、区立社会福祉作業所、
区立障害者福祉センターなどが協力し、新宿区の後援のもと新宿マ
ルイ 本館を集合場所に歌舞伎町の朝そうじを行いました。	
 

○2012年5月8日、13日、16日、20日、23日、28日、 
　　　　　　 6月1日、2日、5日、6日、9日、10日、20日 
　　atre MY TOWN PROJECT「clean&green action」	
 
今年も「atre MY TOWN PROJECT」として、 
アトレ周辺の景色を楽しみながら、清掃活動を行いました。 
■店舗：大井町、大森、四谷、目黒、品川、川崎、 
　　　　　吉祥寺、恵比寿、上野、新浦安、松戸 
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○2012年7月7日　クリーンクリーンパレード　（下北沢チーム）	
	

○2012年7月22日　　P.G.C.D.創立記念日そうじ 
（greenbird事務局）	
	
今年もスキンケアを取り扱うP.G.C.D.（ページェーセーデー）の創立記
念日に、P.G.C.D.のお客様、取引先のみなさまなど約総勢80名と	
例年より規模を大きくし、いつもお世話になっている街への恩返しの
意味も込めて、表参道周辺の清掃活動を行いました。	

○2012年7月21日　ガーラマウンテンパーク　（湯沢チーム）	
	
真夏のガーラ湯沢にて、ボランティアによるゲレンデ清掃活動
を行うイベント「ガーラパーククリーン＆マウンテンクリーンキャ
ラバン2012」を開催しました。	
今年はボランティア組織「eco’s」及び「greenbird湯沢」との合
同イベントとして開催。 
さらにコールマン様ご協賛による「eco＆cleanなBBQの会」も
行いました。	

○2012年7月14日～16日　ap bank fes’12 つま恋　 
（greenbird事務局）	
	
静岡県掛川市・つま恋で行われた「ap bank fes’12」に参加。	
活動のPRと今回初の試みとなった「おそうじ体験ワクワクボード」を実施。	
ゴミ拾いと分別の体験が楽しくできるとあって大好評のワークショップとなりました。	
また、フェス開催の3日間と終了翌日に掛川駅周辺をおそうじ。	
地元の方とフェス参加者が交流できる名物イベントになりました。	
 

○2012年7月28日、29日　長崎みなと祭り＆さるくそうじ 
　（長崎チーム）	
	
長崎チーム恒例行事の一つ「長崎みなと祭り」に今年も参加。 
そうじだけでなく、ブース出展やステージで活動PRなども 
行いました。 

○2012年7月29日　四日市チームキックオフそうじ 
　（四日市チーム）	
	
7月29日に四日市チームのキックオフそうじを行いました。 
当日は、親子参加、恋人同士、会社の同僚など、たくさんの
方に参加していただき、総勢約50名と共に清掃活動を行い
ました。 
 



○2012年8月4日、5日　ap bank fes‘12 淡路島　（神戸チーム） 
○2012年8月18日、19日　ap bank fes’12 みちのく（仙台チーム） 
 
今回、ap bank fesは毎年行われている静岡県掛川のつま恋だけで
はなく、淡路島とみちのくでも開催され、全部で3か所で行われまし
た。 
淡路島では、神戸チームが中心となり、みちのくでは仙台チームが
中心となり、会場のブースで活動のPRとおそうじに体験ができるワ
クワクボードと会場近くの駅の周辺のクリーンアップ活動を行いまし
た。	
　	

○2012年8月24日～26日　Slow Music Slow LIVE’12　	
（greenbird事務局）	
	
由緒正しい歴史のある池上本門寺にて開催される野外ライブ 
イベント。心地よい歌声を楽しみながら、ジェントルワンとともに
活動のPRを行ないました。 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○2012年8月26日　コアコンジョギングコラボそうじ＆ビーチクリーン	
（赤坂チーム）	
	
昨年に続き、今年も「コアコンジョギングクラブ」のイベントラン。 
ランニングフォームのチェックをしてもらい約4km、1時間半ビーチラ
ンを楽しんだ後に由比ガ浜のビーチクリーンを行いました。 
また、午後には場所を隣の海岸の材木座に移し、慶應義塾大学が経
営する海の家「camp store」で、慶應大学・青山学院大学・上智大学
のミスコンに出場する方々、Fis blockとともにビーチクリーンを行い
ました。	

○2012年8月4日、5日　栄ミナミ盆踊りそうじ 
（名古屋チーム）	
	
名古屋・栄に盆踊りが復活して5年目。 
今年も名古屋チームは会場周辺のクリーンアップ活動を 
行いました。 

○2012年8月25日、26日　原宿表参道元氣祭りスーパーよさこい　
（表参道チーム）	
	
表参道で開催される毎年恒例行事の一つ「スーパーよさこい」。 
ブースでの活動PRや会場周辺の清掃活動、また2日目に行われた
パレードでは、みんなで踊ったりそうじしたりと大変盛り上がりました。 

○2012年8月24日　FMK BEAT MAX!! コラボそうじ	
（熊本チーム）	
	
熊本を代表するラジオ局の１つ、エフエム熊本(ＦＭＫ）。	
そのＦＭＫさんの人気番組「BEAT MAX」のパーソナリティー	
ＭＡＳＡＫＩさんはじめ、スタッフの皆さんで社会貢献活動を通
して、リスナーの皆さんと交流を深めたいということで、	
総勢42名の方々とコラボそうじを開催しました。	



○2012年8月31日～9月日　SunSetLive2012 
（福岡チーム）	
	
海と自然の恵みに感謝するというコンセプトのもと、今年で記
念すべき20回目を迎える、九州一の野外フェス「SunSetLive」
に今年も参加し、会場周辺の清掃活動を行いました。	
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○2012年9月30日　Run Girl★Night　（greenbird事務局）	
	
今回で3回目となるお台場の潮風公園で行われた女子のための
女子によるRUN祭り「RunGirl★Night Vol.3」。	
今回もgreenbirdは、給水ポイントのゴミ箱の管理を行いました。	
また、今年はランが終わった後のパーティ会場にもブースを設置し、	
大会が終わったあとのランナーに活動のPR活動を行いました。	

○2012年9月1日　だい・どん・でん！とコラボ　（札幌チーム）	
	
「だい・どん・でん！さっぽろパフォーマンスカーニバル2012」と
のコラボそうじをしました。	

○2012年9月23日　夢の吹く丘20102 
（長崎チーム）	
	
稲佐ロックフェスティバル「夢の吹く丘2011」に参加し、
ブース出展及びゴミステーションの運営、ステージでの
PR活動を行いました。	

○2012年9月23日　三遠南信greenbird2012　（南信州・静岡・名古屋ーム）	
	
南信州・名古屋・静岡チームが今年は静岡に集まりコラボイベントを開催しました。 
静岡といえば、茶処ということで、今回は有機・無農薬・無肥料でお茶を作ってい
る「善光園」にて茶畑で農業体験をする予定でしたが、あいにくの雨により企画変
更し、お茶についてのお話を伺わせていただきました。 
また、その後雨がやんでからは、茶畑を見に行き、短い時間でしたがおそうじ活
動も行いました。 



○2012年10月5日　ラグビートップリーグスタジアムクリーン 
　（外苑チーム）	
	
秩父宮ラグビー場で行われたラグビートップリーグ試合「NECグリー
ンロケッツ VS パナソニック ワイルドナイツ」で来場者にゴミ袋を 
配布し、スタジアムクリーンの呼びかけを行いました。 
 
	

○2012年10月28日　ハローハロウィンパンプキンパレード 
（表参道チーム）	
	
年々盛り上がりを見せるハロウィンイベント。全国各地でハロ
ウィンのイベントが開催されていますが、日本のハロウィン発
祥の地、表参道でもハロウィンパレードが開催。	
greenbirdもパレードに参加し清掃活動を行いました。	
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○2012年10月28日　ながさきエコライフ・フェスタ2012　 
（長崎チーム）	
	
「ながさきエコライフ・フェスタ2012」でジブラルタ生命のみなさ
んと一緒に清掃活動を行いました。 
午前中は観光ガイドさんのおはなしを聴きながらそうじをする
「おそうじさるく」で長崎の魅力を新発見し、午後からのジブラル
タ生命清掃活動には270名もの社員のみなさまと一緒に清掃
活動を行いました。 
 
 

○2012年10月28日　ハロウィンそうじ＆パーティ　 
（熊本チーム）	
	
思い思いに仮装した参加者68名と共に、ハロウィンを 
楽しみながら清掃活動を行いました。 

○2012年10月6日　北新地チームキックオフそうじ　 
（北新地チーム）	
	
大阪に新たなチーム、北新地チームが誕生しました。 
キックオフそうじには、約40名が集まり賑やかなキックオフそうじ
になりました。 
 
	○2012年10月13日　BODY SHOP　（表参道チーム）	

	
ザ・ボディショップでは、創業者 故デイム・アニータ・ロディックの生涯を	
讃え、アニータの誕生日である10月23日を毎年「アニータ・ロディック デー」
とし、全世界のスタッフが地域に根ざした活動を強化する日と決定しました。 
そして、アニーターデー5周年目を迎える今年は、お客様も参加できる参加
型コミュニティ活動として私たちgreenbirdとコラボして、BODYSHOP原宿店
のみなさまとお客様とで清掃活動を行いました。	
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○2011年10月13日、25日、27日、31日 
　　11月5日、11日、13日、18日、19日、21日、25日 
　atre MY TOWN PROJECT「clean&green action」	
	
春に続き「atre MY TOWN PROJECT」として、	
アトレ周辺の景色を楽しみながら、清掃活動を行いました。 
■店舗：亀戸、上野、大森、秋葉原・吉祥寺、恵比寿、四谷、 
　　　　　 目黒、川崎、品川、新浦安 
	

○2012年11月1日～3日　首都大学みやこ祭コラボそうじ　（学生チーム）	
	
 

○2012年11月25日　大阪マラソンEXPO2012　 
（アメ村・北新地チーム）	
	
「みんなでかける虹。」を大会スロー	
ガンに開催されるチャリティマラソン	
「大阪マラソン」11/3には、180名で	
大阪の街をクリーンアップ。	
そして、大会直前のEXPOでは活動	
PRを行いました。	
グリーンバードの特別チャリティ	
ランナーとして参加した5名も見事	
完走しました。 
 
 
 

○2012年11月3日　アート亀山2012 
　（四日市チーム）	
	
亀山市の芸術・文化のイベント「アート亀山2012」と 
コラボレーションそうじを行いました。 

○2012年11月4日　富士山樹海そうじ　（greenbird事務局）	
	
今年も毎年恒例の富士山樹海そうじをNPO法人富士山クラブ
協力のもと開催しました。	
例年なら9月に実施していた活動ですが、夏のイベントラッシュ
や復興支援の日程の都合により、今年は2ヶ月ほど遅らせての
開催になりました。	

○2012年11月11日　豊丘まつり　（南信州チーム）	
	
秋の大収穫祭があちこちの市町村で開催されている 
物満載の南信州で豊丘村のまつりに参加し、「おそうじ体
験ワクワクボード」で活動のPRを行いました。 

○2012年11月9日　 FMK BEAT MAX!! コラボそうじ　（熊
本チーム）	
	
8月に続き、熊本を代表するラジオ局の１つ、エフエム 
熊本(ＦＭＫ）と「街中ゴミゼロキャンペーン」と題して 
コラボレーションそうじを行いました。 

○2012年11月23日　マチナカレッジそうじ　 
（熊本チーム）	
	
熊本の中心市街地がキャンパスとなる「マチナカレッジ」。 
今年は、そうじの前に「おそうじ体験ワクワクボード」を
使っての授業も行いました。 
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○2012年12月9日　吉祥寺チーム7th Anniversary そうじ＆Live 　 
（吉祥寺チーム）	
	
7周年を迎えた吉祥寺チーム。	
定例そうじを終えた後は、ライブハウスに場所を移し、	
トークセッションあり、ゲストにGAKU-MCを迎えてのリーダー	
登坂亮太によるライブありと大変盛り上がりました。	
 

○2012年12月11日　クリスマス表参道クリーン大作戦　 
（表参道チーム）	
	
毎年恒例のクリスマス表参道そうじ。 
そうじ終了後には、スポンサー企業や地元の商店街に商品を 
ご提供いただき、クリスマスプレゼント争奪ジャンケンゲームを 
行いました。 

○2013年1月27日　ラグビートップリーグ　プレイオフ決勝戦 
スタジアムクリーン　（外苑チーム）	
	
ラグビートップリーグのプレーオフ ファイナル試合、サントリーサ
ンゴリアス（リーダグ戦1位）vs東芝ブレイブルーパス（リーグ戦 
2位）の試合でスタジアムクリーンの呼びかけを行いました。 

○2012年12月11日　第4回新宿マルイ本館×新宿社協コラボそうじ　　　 
　（歌舞伎町チーム）	
	
今回で5回目となる新宿マルイ本館の有志で結成されたボランティア
チーム「Green Elephant」を中心に、新宿区社会福祉協議会、	
区立社会福祉作業所、区立障害者福祉センター、そして本館以外の
マルイ各店などが協力して新宿区の後援のもとコラボそうじを	
行いました。	
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○2013年2月2日　天狗祭り　（下北沢チーム）	
	
下北沢の恒例行事「しもきた天狗祭り」に参加し、 
豆巻き＆清掃活動を行いました。 

○2013年2月17日、24日　媽祖行列　（長崎チーム）	
	
毎年恒例の長崎で行われるランタンフェスティバル媽祖（まそ）
行列に参加しました。 

○2013年2月15日　 FMK BEAT MAX!! コラボそうじ　（熊
本チーム）	
	
11月に続き、熊本を代表するラジオ局の１つ、エフエム 
熊本(ＦＭＫ）と今回で3回となるコラボそうじを行いました。 

○2013年3月2日　東京ガールズコレクション2013　S/S　 
（greenbird事務局）	
	
代々木第一体育館で行われた「東京ガールズコレクション2013S/S」で	
開催時間中、数回に渡り、会場周辺の清掃活動を行いました。	

○2013年3月17日　セントパトリックスデーパレード 
（表参道チーム）	
	
アイルランドにキリスト教をもたらした守護聖人・聖パ
トリックスの命日（3月17日）を記念し、アイルランドで
は最大の祝日として国を挙げてお祝いをするお祭り
「セントパトリックスデー」パレードに参加しました。 
	
 

○2013年3月30日　TOKYO　SEVENS　2012　 
（外苑チーム）	
	
日本では7人制ラグビーと呼ばれることの多い「セブンズ・ラグ
ビー」。その世界最高を決める「HSBセブンズ・ワールドシリーズ」
が11年振りに日本で開かれgreenbirdは、会場でゴミ袋を配布し、
スタジアムクリーンの呼びかけを行いました。 

○2013年3月3日　渋谷・表参道Women’s Run　（表参道チーム）	
	
今年で3回目となる渋谷・表参道Women’s Runが開催され、	
greenbirdは給水ポイントでランナーの飲み終えたカップの回収の	
お手伝いと、レース終了後にコースの一部の清掃活動を行いました。 



活動日	
○2012年9月8日　モンマルトン	
○2012年11月4日　サンジェルマンデプレ	
○2012年11月17日　 
○2012年12月9日　ノートルダム寺院 
○2013年1月19日　モンパスナス	
○2013年2月23日　北駅	

活動日	
○2012年4月15日	
○2012年5月4日、20日、30日	
○2012年6月17日	
○2012年7月6日	
○2012年8月3日、19日 
○2012年9月14日、16日 
○2012年11月2日、18日 
○2012年12月7日 
○2013年2月1日、17日 
○2013年3月1日、17日	

パリ	

スリランカ	

海外チーム　活動　	

*スリランカチームは、スプートニクスリランカと	
 スプートニクガーナと連携しながら活動しています。	
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シンガポール	ガーナ	
活動日	
○2012年11月16日	
○2013年2月17日	

活動日	
○2012年4月15日	
○2012年5月14日 
○2012年6月17日	



22 
 

2011年3月11日に発生した大地震および津波、 
そして、それら天災に影響を受けた様々な被害に対して、 

green birdでは、普段の活動の範疇を越えて、 
被災地が立ち上がる手助けとなるような 

活動を行ってまいりました。 
カンパのお願い、災害時の緊急支援を行なう 

「公益社団法人 Civic Force」への寄付呼びかけ 
現地に行けない方にも協力いただける緊急支援物資の提供 

および節電の呼びかけ等。 
 

被災地にも幾度となく、足を運び、 
現地の皆様や参加者の方々と交流しながら、 

明るく、前向きに活動することを目指してきました。 
 

完全な復興までは、まだまだ時間と労力が必要ですが、 
ここでは、今年度の活動についてご報告いたします。 

 
今年度は、福島県いわき市久之浜にて、 

「オーガニックコットンプロジェクト」の支援を行いました。 
 

※green birdでは、平成23年度から被災地の 
復興支援プロジェクを行なっております。 

 
	
	

被災地での支援活動　	



被災地での支援活動　	
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○2012年5月～2013年3月　被災地支援ボランティア	

 
今年度から、赤坂チームからのつながりで、	
福島県いわき市久之浜地区での支援を行いました。	
	
福島県は、東日本大震災の被害に加え、放射能による風評被害が重なりました。	
震災前から活発であった、第一次産業（漁業、農業ほか）は、著しく衰退し、以前から課題であった	
耕作放棄地も拡大しています。また、県外や市外からの避難者と在住者とのコミュニケーション問題など、	
複雑な問題が一度に交錯し、解決が非常に困難な状況にありました。	
放射能問題の根本的な解決の糸口が見えない中、福島県いわき市のボランティアセンター（NPO法人ザ・ピープ
ル）が考案し、主導したのが、「いわきオーガニックコットンプロジェクト」です。	
収穫後の「コットン」の線量が非常に低く、沿岸部でも栽培しやすい「コットン」を耕作放棄地を活用して、栽培・収穫
し、さらにはその場がコミュニティ形成につながることを目的としたプロジェクトです。	
	
その一角の畑を今年度をかけて、一からお手伝いしました。	
除草、開墾、種植、メンテナンス、収穫までを一貫して、行いました。	
また、7月には、付近の町内会のご要望により、側溝の泥かき、がれき撤去を行いました。	
夏は、奉奠祭（ほうてんさい）の運営協力を行い、イベント会場の清掃活動も実施しました。	
	
初年度から多くのコットンが収穫でき、無事、一部を東京の提携企業へ出荷することができました。	

○期間：5月12日～3月30日（全15便）	
　ボランティア総数：675名	
　協賛企業：株式会社ひよ子本舗吉野堂、社会福祉法人中央共同募金会	
　個人寄付：田口博子様他	
　物品提供：株式会社サンタス	
　現地協力：特定非営利活動法人ザ・ピープル、NPO法人FUKUSHIMA再生プロジェクト	

○7月　久之浜町 側溝泥かきとがれき撤去	 ○10月　奉奠祭（ほうてんさい）	



日本百名山めぐり（greenbird × コカ・コーラ）	
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○2012年5月～11月　日本百名山めぐり	
	
日本コカ・コーラとともに、日本が誇る山々をもっときれいにし、環境保全と地元に愛される自然の財産を	
次世代へ受け継いでいけるように山の美化活動及びポイ捨て禁止への啓発活動を目的として、	
日本百名山めぐり（清掃活動）を実施しました。	

○期間：5月19日～11月10日（全3回）	
　ボランティア総数：182名	
　主催：日本コカ・コーラ株式会社、特定非営利活動法人greenbird	
　後援：社団法人 日本山岳協会	

○5月19日（土）：筑波山（茨城県）	

○7月28日（土）：石鎚山（愛媛県）	

○11月10日（土）：赤城山（群馬県） 	

○参加者数	
　一般参加者　24名	
　関係者　　　　30名　　計　54名	

○参加者数	
　一般参加者　8名	
　関係者　　　　28名　　計　36名	

○参加者数	
　 一般参加者　63名	
　 関係者　　　　29名 　　計　92名	

×	



メディア実績　	

2012.4　ソトコト2012.5 
2012.4　毎日新聞神戸面2012.4.4	
2012.4　BAILA2012.5 
2012.4　佐賀新聞2012.4.30	
	
2012.5　ソトコト2012.6	
2012.5　環境省webサイト「Re-Style」	
2012.5　soraxniwaFM「原宿今昔物語」	
2012.5　西日本新聞2012.5.14	
2012.5　TOKYO-FM「Blue Ocean」 
2012.5   RKK熊本ラジオ「小松士郎のラジオのたまご」	
2012.5　熊本シティエフエム「校区のチカラ」 	
2012.5　信濃毎日新聞 	
2012.5　毎日新聞[神戸版] 
2012.5　SHIBUYA-FM 78.4／village voice 	
	
2012.6　ソトコト2012.7	
2012.6　KBC九州朝日放送「KBCラジオカーひまわり」 
2012.6　webサイト「JGweb」 
2012.6　GO OUT7月号 
2012.6　佐賀「ぷらざ ６月号」かくもとしほのoff mic story 
2012.6　平成ながさき瓦版（長崎県政紹介TV番組） 
2012.6　若者による社会変革を応援するソーシャルメディア「オルタナS」	
	
2012.7　ソトコト2012.8	
2012.7　キュレーションマガジン『Antenna』 
2012.7　ap bank fes '12 [photo gallery] 
2012.7　Seventeen2012.8 
	
2012.8　ソトコト2012.9 
2012.8　熊本：FMK BEAT MAX!!	
 
2012.9　ソトコト2012.10	
2012.9　 2chopo 
2012.9　ABC　キャスト　夕方情報番組 	
 
2012.10　ソトコト2012.11	
2012.10　広報ひらど10月号	
2012.10　スポーツニッポン10月29日	
 
2012.11　ソトコト2012.12 
2012.11　日刊ゲンダイ11月1日 
2012.11　「荻窪」すぎなみ社協No.152 
2012.11　ふるさとだより2012年11月号	
2012.11　月刊 SKIP12月号	
 
2012.12　ソトコト2013.1 
2012.12　 FM OSAKA 『GIROND’S JR SMILE LIFE』  
 
2013.1　ソトコト2013.2 
2013.1　朝日新聞 
2013.1　若者による社会変革を応援するソーシャルメディア「オルタナS」 
2013.1　 Web：SHISEIDO ザ・コラーゲン 
2013.1　中日新聞・夕刊　「さーくるつながる」 
 
2013.2　ソトコト2013.3 
 
2013.3　ソトコト2013.4	
2013.3　日本経済新聞 
2013.3　ＭＹタウン赤坂	
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街メディア　	

上記のメッセージカードは、イベント時に配ったり、都内のSHOPラック（約300ヵ所）にて展示・配布しています。	
イラストは「寄藤文平」、コピーは「中村聖子」作です。	

［ メッセージカード ］	

［ 大型街頭ビジョン ］	

グリーンバードのCMを「原宿アストロ」、
有楽町「マリオンビジョン」、渋谷「109
フォーラムビジョン」、池袋「I’Mビジョン」の
4ヶ所で放映中です。	
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協賛・助成　	

［ A協賛 （年間サポーター）］	
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株式会社タワーレコード	

株式会社ユナイテッド	

日本たばこ産業株式会社	

株式会社八千代銀行	

商店街振興組合原宿表参道欅会	

green birdでは、企業・団体などからいただいた協賛および助成金を活動に充てています。 
年間を通じて、A協賛（1口100万円／年）、B協賛（1口20万円／イベント）、C協賛（1口1万円／年）を募集
しております。 
	

日本コカ・コーラ株式会社	

株式会社アトレ	

フィアットグループオートモービルズジャパン株式会社	



協賛・助成　	
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大阪マラソン組織委員会 
 
ジブラルタ生命保険株式会社 
 
株式会社丸井グループ 
 
株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 
 
 
 

［ B協賛（イベント協賛）］	

2012年11月25日開催（p.18参照） 
 
2012年10月28日開催（P.17参照） 
 
2012年6月5日、12月11日開催（P.13,19参照） 
 
2012年7月22日開催（P.14参照） 
 
 
 
 
	

［ C協賛（寄付など）］	

一般社団法人ジャスト・ギビング・ジャパン 
ダイマーズラボ 
株式会社アルフォックス 
歌舞伎町商店街振興組合 
株式会社アイフリーク 
株式会社ナノユニバース 
株式会社ミュープランニング 
NPO法人チャリティ・プラットフォーム 
日本メドトロニック 
 
 

株式会社イオンフォレスト 
株式会社エポスカード 
ピリカ 
有限会社アベニュー 
新宿マルイ 
クボコンジムキョク 
佐賀青年会議所 
豊島高校 

［ 助成金］	

赤い羽根募金（中央共同募金会）　　　　　　　　　　　　　　株式会社日立システムズ　　　 
 
 

［ 協賛品 ］	
greenbird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、	
ゴミ袋・ドリンクは日本コカ・コーラ㈱、	
携帯灰皿（ポッケロ）は日本たばこ産
業㈱から協賛品としてご提供いただ
いております。	

green birdでは、企業・団体などからいただいた協賛および助成金を活動に充てています。 
年間を通じて、A協賛（1口100万円／年）、B協賛（1口20万円／イベント）、C協賛（1口1万円／年）を 
募集 しております。 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そうじ参加者数　	

延べ約23,000人の人たちとおそうじしました！	
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参加者数	 チーム数	

　	 　	 そうじ回数/年	 4月	 5月	 6月	 7月	 8月	 9月	 10月	 11月	 12月	 1月	 2月	 3月	 合計	

1	事務局/表参道	 190	 288	 910	 310	 395	 490	 210	 350	 932	 310	 168	 179	 210	 4,752	

2	下北沢	 55	 128	 128	 87	 74	 65	 31	 33	 61	 100	 124	 59	 42	 932	

3	福岡	 144	 250	 327	 288	 211	 379	 411	 294	 218	 238	 238	 181	 381	 3,416	

4	駒沢	 12	 43	 17	 10	 67	 29	 8	 47	 23	 13	 0	 0	 11	 268	

5	鎌倉	 25	 12	 17	 6	 7	 39	 8	 11	 12	 11	 19	 9	 9	 160	

6	吉祥寺	 19	 41	 49	 51	 14	 39	 20	 18	 33	 48	 26	 14	 35	 388	

7	渋谷	 20	 49	 58	 20	 65	 20	 0	 72	 47	 33	 13	 18	 47	 442	

8	歌舞伎町	 18	 62	 65	 195	 61	 50	 60	 71	 72	 70	 47	 0	 0	 753	

9	学生	 33	 47	 47	 31	 25	 24	 50	 17	 166	 13	 8	 27	 22	 477	

10	長崎	 51	 39	 122	 74	 80	 81	 96	 458	 78	 45	 35	 86	 52	 1,246	

11	熊本	 45	 74	 141	 52	 57	 419	 67	 142	 85	 43	 58	 75	 47	 1,260	

12	外苑	 26	 22	 25	 95	 19	 40	 35	 35	 35	 35	 35	 35	 35	 446	

13	赤坂	 22	 80	 36	 63	 70	 95	 79	 14	 66	 53	 50	 40	 45	 691	

14	宮崎	 14	 17	 0	 19	 0	 9	 36	 23	 3	 3	 7	 12	 0	 129	

15	鹿児島	 32	 76	 43	 45	 29	 7	 41	 27	 17	 24	 37	 30	 27	 403	

16	アメ村	 12	 18	 30	 13	 33	 0	 13	 0	 0	 11	 23	 0	 20	 161	

17	京都	 30	 14	 2	 4	 4	 8	 35	 18	 10	 12	 7	 11	 8	 133	

18	南信州	 22	 10	 35	 7	 21	 0	 99	 28	 82	 12	 15	 20	 27	 356	

19	静岡	 14	 20	 32	 24	 0	 17	 15	 14	 27	 4	 21	 22	 4	 200	

20	湯沢	 10	 4	 16	 10	 78	 3	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 113	

21	札幌	 22	 29	 21	 65	 51	 7	 29	 16	 23	 9	 8	 7	 13	 278	

22	大宮	 28	 35	 64	 32	 9	 31	 34	 9	 6	 5	 46	 43	 45	 359	

23	名古屋	 37	 25	 59	 68	 74	 67	 69	 20	 106	 99	 43	 90	 191	 911	

24	松山	 2	 4	 25	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 29	

25	沖縄	 18	 0	 108	 20	 15	 24	 15	 24	 5	 25	 0	 10	 0	 246	

26	相模原	 13	 0	 25	 0	 0	 20	 40	 14	 3	 5	 0	 0	 21	 128	

27	千葉	 2	 14	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 14	

28	仙台	 11	 30	 22	 23	 16	 17	 10	 6	 8	 9	 0	 0	 29	 170	

29	平戸	 15	 5	 0	 4	 2	 8	 0	 1	 7	 2	 10	 7	 4	 50	

30	神戸	 40	 90	 106	 140	 68	 162	 80	 94	 119	 92	 42	 46	 90	 1,129	

31	浅草	 16	 0	 11	 11	 20	 18	 14	 21	 13	 0	 5	 25	 15	 153	

32	佐賀	 39	 142	 54	 21	 47	 97	 35	 22	 34	 51	 26	 39	 16	 584	

33	福岡大橋	 44	 28	 51	 30	 42	 48	 36	 52	 42	 42	 89	 69	 42	 571	

34	荻窪	 21	　	 7	 17	 22	 39	 15	 0	 7	 5	 12	 14	 11	 149	

35	芝浦	 4	　	 13	 0	 0	 8	 15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 36	

36	四日市	 20	　	 　	 　	 40	 39	 37	 32	 69	 20	 48	 51	 46	 382	

37	新宿2丁目	 9	　	 　	 　	 34	 20	 30	 0	 30	 8	 30	 30	 0	 182	

38	北新地	 7	　	 　	 　	 　	 　	 　	 49	 41	 0	 30	 16	 42	 178	

39	岡山	 3	　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 26	 26	

40	中野	 1	　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 35	 35	

41	パリ	 7	 0	 0	 13	 0	 0	 9	 0	 12	 5	 8	 10	 0	 57	

42	スリランカ	 14	 15	 45	 0	 9	 22	 22	 0	 0	 11	 0	 19	 33	 176	

43	ガーナ	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 10	 0	 0	 10	 0	 20	

44	シンガポール	 3	 5	 7	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 16	

　	 いわき被災地支援	 15	　	 43	 85	 90	　	 45	 88	 48	 93	　	 46	 137	 675	

　	 百名山	 3	　	 54	　	 36	　	 　	 　	 92	　	 　	 　	 　	 182	

　	 小計	 1,190	 1,716	 2,718	 1,937	 1,759	 2,441	 1,851	 2,120	 2,502	 1,559	 1,328	 1,350	 1,818	 23,099	
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 平成２４年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録 	

 特定非営利活動法人　green bird 	  （単位：円） 	

 前会計年度末 
（平成24年3月31日） 	

 当会計年度末 
（平成25年3月31日） 	

 Ⅰ　資産の部 	

 １　流動資産 	

 現金預金（注記1） 	

 現金 	  8,609 	  77,292 	

 預金 	  30,895,967 	  23,960,795 	

 棚卸資産 	  - 	  - 	

 未収入金 	  7,326 	  435,838 	

 短期貸付金 	  300,000 	  300,000 	

 前払費用 	  150,000 	 　	

 流動資産合計 	  31,361,902 	  24,773,925 	

 ２　固定資産(注記4) 	

 建物附属設備 	  106,000 	  106,000 	

 工具器具備品 	  1,802,664 	  1,966,064 	

 固定資産合計 	  1,908,664 	  2,072,064 	

 ３　その他資産 	

 敷金 	  1,200,000 	 　	

 その他資産合計 	  1,200,000 	 　	

 資産合計 	  34,470,566 	  26,845,989 	

 Ⅱ　負債の部 	

 １　流動負債 	

 繰延寄付等 	  10,250,000 	

 預り金 	  35,508 	  181,944 	

 未払金（注記3） 	  - 	  199,192 	

 流動負債合計 	  10,285,508 	  381,136 	

 負債合計 	  10,285,508 	  381,136 	

 正味財産 	  24,185,058 	  26,464,853 	
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 平成24年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 	

 特定非営利活動法人　green bird　　 	  （単位：円） 	

 前会計年度末 
（平成24年3月31日） 	

 当会計年度末 
（平成25年3月31日） 	

 Ⅰ　資産の部 	

 １　流動資産 	

 現金預金（注記1） 	

 現金 	  8,609 	  77,292 	

 預金 	  30,895,967 	  23,960,795 	

 棚卸資産 	  - 	  - 	

 短期貸付金 	  300,000 	  300,000 	

 未収入金 	  7,326 	  435,838 	

 前払費用 	  150,000 	 　	

 流動資産合計 	  31,361,902 	  24,773,925 	

 ２　固定資産(注記4) 	

 建物附属設備 	  106,000 	  106,000 	

 工具器具備品 	  1,802,664 	  1,966,064 	

 固定資産合計 	  1,908,664 	  2,072,064 	

 ３　その他資産 	

 敷金 	  1,200,000 	 　	

 その他資産合計 	  1,200,000 	

 資産合計 	  34,470,566 	  26,845,989 	

 前会計年度末 
（平成24年3月31日） 	

 当会計年度末 
（平成25年3月31日） 	

 Ⅱ　負債の部 	

 １　流動負債 	

 繰延寄付等 	  10,250,000 	

 預り金 	  35,508 	  181,944 	

 未払金（注記3） 	  - 	  199,192 	

 流動負債合計 	  10,285,508 	  381,136 	

 負債合計 	  10,285,508 	  381,136 	

 Ⅲ　正味財産の部 	

 前期繰越正味財産 	 20,915,287 	 24,185,058 	

 当期正味財産増加額 	  3,269,771 	  2,279,795 	

 正味財産合計 	  24,185,058 	  26,464,853 	

 負債及び正味財産合計 	  34,470,566 	  26,845,989 	



第10期収支	

32 
 

 特定非営利活動法人　green bird 	  （単位：円） 	

 当会計年度 
（平成24年4月１日から 
平成25年3月31日まで） 	

 Ⅰ　経常収入の部 	

 １　会費入会金 	

 入会金 	  - 	

 年会費 	  2,442 	  2,442 	

 ２　寄付金（注記5） 	

 グリーンバード寄付金 	  29,696,901 	

 被災地支援寄付金 	  1,969,548 	
 百名山寄付

金 	  2,500 	  31,668,949 	

 ３　事業収入 	  - 	

 被災地支援 	  2,408,232 	

 百名山 	  86,000 	

 その他 	  314,843 	  2,809,075 	

 ４　補助金収入（注記6） 	

 中央共同募金会助成金 	  800,000 	

 ㈱日立システムズ助成金 	  100,000 	  900,000 	

 ５　負担金収入 	

 相模原ライズ 	  1,419,435 	

 スミス 	  2,400,000 	

 エルエイチビー 	  600,000 	  4,419,435 	

 ６　雑収入 	

 受取利息 	  4,890 	

 その他 	  104,250 	  109,140 	
 経常収入合

計 	  39,909,041 	

 Ⅱ　経常支出の部 	

 １　事業費 	

 環境美化及び保全事業 	  10,059,989 	

 広告宣伝費 	  940,000 	

 外注費   231,670 	

 交際費   139,850 	

 旅費交通費 	  3,405,206 	

 消耗品費 	  1,715,417 	

印刷製本費	  86,388 	

 会議費 	  1,450 	

 保険料 	  13,000 	

 諸謝金   61,500 	

 委託費   2,277,250 	

 雑費 	  1,188,258 	
 人材育成事

業 	  - 	

 イベント企画・開催事業 	  9,507,236 	

 給与手当 	  3,341,276 	

 外注費   6,046,500 	

 旅費交通費 	  119,460 	
 調査研究事

業 	  - 	

 普及・啓蒙事業 	  2,971,000 	

 給与手当 	  1,900,000 	

 広告宣伝費 	  1,071,000 	

 雑費 	  - 	  22,538,225 	

平成２４年度　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書	



第10期収支	

33 
 

 ２　管理費 	

 給与手当 	  2,500,000 	

 法定福利費 	  111,150 	

 広告宣伝費 	  83,500 	

 福利厚生費 	  3,126 	

 外注費   816,391 	
 荷造運賃発送

費 	  479,142 	

 会議費 	  90,061 	

 旅費交通費 	  805,593 	

 通信費   1,194,004 	

 事務用品費 	  685,811 	

 消耗品費 	  46,822 	

 修繕費   105,280 	

 水道光熱費 	  185,180 	

 地代家賃 	  4,288,872 	

 租税公課 	  5,481 	

 支払報酬料 	  94,500 	

 交際費   393,895 	

 新聞図書費 	  1,259 	

 諸会費 	  61,000 	

 支払手数料 	  2,386,424 	

 雑費 	  753,530 	 15,091,021 	
 経常支出合

計 	  37,629,246 	
 経常収支差

額 	 2,279,795 	

Ⅲ　その他資金収支の部	

１　財務収支	

２　その他収支	

敷金戻り収入	 1,200,000 	

事務所備品購入支出	 (163,400)	 1,036,600 	

その他資金収支差額	 1,036,600 	

当期資金収支差額	 3,316,395 	

前期繰越資金	 21,076,394 	
次期繰越資金（注記2）	 24,392,789 	
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 5. 	  寄付金 	

 （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方々から、イベント活動等の際に寄付 	

 を受けました。 	

 また、当特定非営利活動法人の活動に御賛同いただいている団体などより当特定非営利活動 	

 の支援として以下の寄付金を受けました。 	

 Ａ協賛金 	

 日本コカ・コーラ㈱ 	  10,250,000 	

 ㈱アトレ 	  3,000,000 	

 商店街振興組合原宿表参道欅会 	  2,600,000 	

 ㈱タワーレコード 	  2,400,000 	

 ユナイテッド㈱ 	  1,200,000 	

 日本たばこ産業㈱ 	  1,049,843 	

 ㈱八千代銀行 	  1,000,000 	

 ㈱オッシュマンズ 	  666,667 	

 フィアットグループ 	  500,000 	

 22,666,510 	

 Ｂ協賛金 	

 大阪マラソン組織委員会 	  3,772,212 	

 ジブラルタ生命保険㈱ 	  556,500 	

 ㈱丸井グループ 	  300,000 	

 ㈱ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 	  200,000 	

 4,828,712 	

 Ｃ協賛金 	

 一般社団法人ジャスト・ギビング・ジャパン 	  602,638 	

 ダイマーズラボ 	  200,000 	

 ㈱アルフォックス 	  105,000 	

 歌舞伎町商店街振興組合 	  100,000 	

 ㈱アイフリーク 	  87,731 	

 ㈱ナノユニバース 	  60,000 	

 ㈱ミュープランニング 	  53,310 	

 ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム 	  35,926 	

 日本メドトロニック 	  30,000 	

 ㈱イオンフォレスト 	  30,000 	

 ㈱エポスカード 	  25,000 	

 ピリカ 	  15,000 	

 (有)アベニュー 	  14,719 	

 新宿丸井 	  12,695 	

 クボコンジムキョク 	  10,000 	

 佐賀青年会議所 	  10,000 	

 豊島高校 	  9,000 	

 1,401,019 	

 個人寄付 	

 462,928 	

 東日本大震災仙台支援寄付金 	

 ㈱ひよこ本舗吉野堂 	  2,267,180 	

 個人寄付 	  42,600 	

 2,309,780 	

 総計 	  31,668,949 	

 6. 	  補助金収入 	

 赤い羽根募金(中央共同募金会)助成金 	  800,000 	

 ㈱日立システムズ助成金 	  100,000 	
 900,000 	



終りに　	

平成25年6月吉日	
特定非営利活動法人green bird 

 
代表　横尾俊成	

お陰さまで、NPO法人化後10年という節目の 
決算を終えることができました。	

原宿表参道欅会の青年部の活動として 
始まったこのプロジェクトは、	

今年度6エリア、8チームが増えた結果、国内外に45エリア、 
47チームを持つまでになりました。	

「被災地支援活動」や「日本百名山そうじ」など活動の 
幅も大きく広がりました。	

10年間の活動を応援して頂いた皆さまに、 
創設者の長谷部健共々、感謝申し上げます。	

	
10年も経つと、それぞれのチームがそれぞれの街で、 
ごみ拾い以外にもまちづくりやコミュニティに関わる 
様々な活動に参加させていただくようになりました。	

11年目に突入する来年度からは、 
街のおそうじをメインの活動に置きつつも、	

他の活動も意識的かつ積極的に行い、 
若者のパワーでそれぞれの街を	

もっともっと盛り上げていければと思います。	
「好きな街を、自分たちの力でキレイにカッコ良くする」	

このプロジェクトには、まだまだ大きな可能性があります。	
	

これからのgreen birdに、 
更なる期待と支援をいただけると嬉しいです。	

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。	
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