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｢市民活動情報センターと市民活動支援に
関する意見(中間報告)｣がまとまりました
本年５月に設置した｢市民活動情報センター運営委員会｣(委員長：安藤雄太＝東
京ボランティア・市民活動センター副センター長)では、市民活動情報センター
の運営や企画事業、ＮＰＯセンターをはじめとする支援センターとの連携等に
ついて検討を重ねてきました。この度、委員会からの報告書がまとまりました。
今後市では、この報告書を基にして平成２０年度以降の市民活動情報センター事業を含め市民活
動支援を進めていく予定です。
（１）閲覧場所 市民活動情報センター(ヴィータ）、市役所市民活動推進課、行政・郷土資料コー
ナー(市役所隣図書館本館）
、市内各図書館、多摩ＮＰＯセンター、多摩ボランティアセンタ
ー、永山公民館 （※閲覧は９月５日からとなります）
（２）問合せ 市民活動推進課事業担当
０４２－３７６－８３１２

市民活動情報センターの打ち合わせコーナーの
予約が出来るようになりました！
８月１日より、打ち合わせコーナーの予約利用ができるようなりました。詳細については下記の
とおりです。不明な点がありましたら、市民活動情報センターまでお問合せ下さい。なお、予約の
入っていない時間帯・机は今まで同様、ご自由にご利用いただけます。
☆予約できる方及び団体☆
利用者登録をしている方及び登録をしている団体
☆利用時間☆
午前１０時～午後７時の間で、１日につき３時間を上限。※休館日〈第１･第３月曜日〉と年
末年始･臨時休館日を除く
☆利用人数及びグループ数☆
１グループ３名以上での利用で、予約状況により６グループまで可
丸テーブル（４人用）４台･角テーブル（４人用）２台のうち、１グループ２台まで使用可
☆予約の仕方☆
利用希望日の１ヶ月前から予約可。予約を希望する方･団体は窓口、又は電話で予約してくだ
さい。（先着順）
☆キャンセルについて☆
利用しないことが決まり次第、速やかにご連絡ください。
（電話連絡可）なお、予約時刻を
１５分過ぎてもご来場されない場合は、取り消しとさせていただきます。
☆注意事項☆
①自習目的の利用や販売・セールスを目的とした会合、企業などの打合せでの利用は不可
②宗教活動や政治活動はご遠慮下さい
③お弁当などのお食事はご遠慮下さい（飲み物程度は可）
④終了時刻１０分前にはご退席の準備をお願いします
☆予約・問合せ先☆
多摩市市民活動情報センター
０４２－３７６－８３１１
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市民提案型まちづくり事業補助金制度が変わります
この補助金は、市民団体が自主・自発的に行う、多摩市のまちづくりに役立つ事業に対して、事
業にかかる経費の一部を補助するものです。
この補助金がスタートしてから３年が経過し、制度の見直しを検討した結果、平成２０年度の募
集から、現制度の改正と、「新規事業立上げ部門(チャレンジ部門)」を新規創設して募集します。
市民の皆さんの発想を活かした企画・提案をお待ちしています。

Ⅰ新規事業立上げ部門（チャレンジ部門）
※新規創設

Ⅱ継続事業発展部門（ステップアップ部門）
※現行制度の改正

事業見通しが不透明で最も資金繰りに苦労する事
業初期の段階をサポートすることを目的とします。
新たにチャレンジする事業や、これまでにない先
駆的な事業・新たな取組みのきっかけづくりとなる
事業などの応募を期待します。
(1)単年度補助（複数年の取り組み計画でも、単年度
単位の事業に対し補助金を交付します。）
(2)２回まで交付可（ただし、毎年度審査を実施）

継続して実施している事業をさらにステップア
ップさせ、自立に向けて本格的に展開していく段階
をサポートします。

※ 新規事業でも応募できる場合があります。
(1)単年度補助（複数年の取り組み計画でも、単年
度単位の事業に対し補助金を交付します。）
(2)5 回まで交付可（ただし、毎年度審査を実施）
※ 同じ事業について、チャレンジ部門の交付を受
けたあとに応募する場合、チャレンジ部門と合
わせて最大５回まで
補助交付額は、下記の(1)から(3)までのうち最も低 補助交付額は、下記の(1)から(5)までのうち最も低
い額
い額
(1)１事業当たり、補助の対象となる経費の 80％以内 (1)１事業当たり、補助の対象となる経費の 60％以
(2)補助の対象となる経費から収入（入場料、売上、
内
協賛金等）を差し引いた額
(2)2 回目・3 回目の応募の場合は、補助の対象とな
(3)3０万円
る経費の 60％以内か前回交付決定額の 90％のい
※ 千円未満切捨て、下限は５万円
ずれか低い方
(3)4 回目・5 回目の応募の場合は、補助の対象とな
る経費の 30％以内か前回交付決定額の 50％のい
ずれか低い方
(4)補助の対象となる経費から収入（入場料、売上、
協賛金等）を差し引いた額
(5)２５０万円（平成 22 年度事業の募集からは 150
万円）
※ 千円未満切捨て、下限は５万円

☆市民提案型まちづくり事業補助金事前説明会を開催します☆
回
１
２
３
４
５

日

時

８/２６(日)
１０:００～１１:３０
８/２９(水)
１４:００～１５:３０
９/１(土)
１４:００～１５:３０
９/５(水)
１４:００～１５:３０
９/７(金)
１９:００～２０:３０

場

所

ベルブ永山（永山公民館 集会室）
多摩市永山 1-5 ベルブ永山４階
042-337-6661
多摩市総合福祉センター（701・702 研修室）
多摩市南野 3-15-1
042-373-6611
ＮＰＯセンター
永山 3-12 西永山複合施設２階
042-338-1396
多摩ボランティアセンター永山分室
多摩市永山 3-9（東永山複合施設１階）
042-373-6642
市民活動情報センター
多摩市関戸 4-72 聖蹟桜ヶ丘ヴィータ 7 階
042-376-8311
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※ 募集及び相談期間
９月３日(月)～１０月５日(金)９時～１７時（土日・祝日については、10 時 30 分～17 時）
募集期間中は、書類の書き方や補助金制度に対する相談を受け付けます。
※ 募集要項の配布
８月２７日（月）～１０月５日（金）まで下記にて配布します。
市役所市民活動推進課、市民活動情報センター、永山公民館、多摩センター駅出張所、各コミュニ
ティセンター、多摩ＮＰＯセンター、多摩ボランティアセンターで配布のほか多摩市公式ホームペ
ージからもダウンロードできます。
※ 提出先 多摩市関戸４－７２ヴィータ７階 市民活動推進課事業担当
※ 補助の対象となる経費・補助の対象とならない経費、補助が受けられる団体の要件などがあり
ますので、詳しくはお尋ねください。
問合せ：市民活動推進課事業担当
０４２－３７６－８３１２ Fax０４２－３３９－０４９１
E-mail npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp ホームページ http://www.city.tama.tokyo.jp/

「放置自転車等台数調査委託」の受託団体募集
市内４駅（聖蹟桜ヶ丘駅、永山駅、多摩センター駅、唐木田駅）周辺の自転車・原動機付自転車・
自動二輪車の乗り入れ状況を調査し、駐車台数・放置台数を把握することにより、駐車場の必要台
数、必要箇所等の調査・検討を行なう資料とするため、調査委託を行ないます。
（１）内容 市内４駅の自転車等の乗入れ状況の調査
（２）日時 １０月１２日（金）【予定】に３回（11時、16時、22時）調査
１１月２６日（月）までに報告書とＦＤを提出
（３）応募資格 多摩市ＮＰＯ登録団体又は９月末までに登録予定の団体
ª業務仕様書は、９月１４日（金）午後１時３０分に窓口で配布します。
ª配付場所は市役所東庁舎２階 道路交通課
問い合わせ先 道路交通課 三浦 338-6826

平成 19 年度版「ボランティアグループガイドブック」ができました！
毎年発行しているボランティア団体紹介冊子です。市内で活動しているボランティアグル
ープのうち、多摩ボランティアセンターに登録しているグループ（２６団体）を中心に３
４団体の情報を掲載しています。多摩ボランティアセンター（総合福祉センター7 階）・
永山分室（東永山複合施設）のほか、多摩市市民活動情報センター・多摩ＮＰＯセンター
等でも配布予定です。ボランティア活動は様々なきっかけから始まります。このガイドブックを参考
に、ボランティア活動を始めてみませんか。

（掲載団体一覧）
< 登録団体 なかまの会在宅グループ、なかまの会白楽荘グループ、にじいろの会、馬引沢団地ボランティアク
ラブ、特定非営利活動法人 ケボの会、傾聴ボランティア「福寿草」、カランドリエの会リフォームおはりばこ、男
性ボランティア会議、ボランティアサークル「絵手紙くるくる」、【おもちゃ病院】kebo、ニューライフセンター、多
摩手話サークル、多摩市手話サークル「クローバー」、多摩市要約筆記サークル、NPO 法人多摩市聴覚障がい者情報活
動センター、朗読グループ 繭、点字サークル「トータス」、パソコン点訳サークル こがめ、中央大学社会福祉 青
い鳥、多摩たけのこ子ども会、たこの木クラブ、いろりの会、自立ステーション つばさ、Ｄ³ カンパニー、スペー
ス・ひなた
< 登録団体以外 わたげの会、ひまわり号多摩稲城実行委員会、多摩おもちゃ図書館、グループ 偶（ぐう）、聖
の郷ボランティアクラブリバーサイド 桜、友和会、多摩市高齢者社会参加拡大事業運営協議会、すももくぼワンワ
ンクラブ、唐木田李久保クリーンクラブ、どんぐり山を守る会、障がい者ふれあいスポーツ大会、NPO 法人 KIDS、NPO
夢のマネージメント社、ひなの会
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ハロウィン ｉｎ 多摩センター2007 スタッフを募集します！
仮装した市民が主役になるお祭り『ハロウィン in 多摩センター2007』を、一緒に盛り上げてく
れるスタッフを募集しています！ご希望の方は、９月１５日までに、下記の応募用紙をＦＡＸして
ください。折り返し、こちらからご連絡を差し上げます。場所は、すべて、多摩センター駅前です。
① 仮装コンテスト審査員
日
時：１０月２８日（日）15:30 ～ 17:00（予定）
応募対象：自前で仮装をして、コンテストの審査ができる大人。
② スポットゲーム・キャスト
日
時：１０月２７日（土）
、２８日（日）の２日間のうちの
9:00～13:30、12:30～17:00 を目安に（１日中、もしくは両日でも可）
応募対象：イベント内ストリートで、２人一組で、子どもと簡単なゲーム（ジャンケン、コイ
ンの表裏など）をして、キャンディーを配ることができる大人。
①②とも若干
自前の仮装で参加してください。
名の募集
謝
礼：１日につき 1000 円（半日でも同額）と昼食（おにぎりとお茶）
お問合せは ＮＰＯ法人 多摩子ども劇場まで

・ＦＡＸ：０４２－３７６－７６５１

この応募用紙にご記入の上、切ら
ずに紙面ごとFAX して下さい

ハロウィン・スタッフ 応募用紙
お名前

ご職業（差し支えなければ教えてください）

年齢（差し支えなければ、○をつけてください）

20 代

30 代

40 代

50 代

電話番号

60 代

70 代

ＦＡＸ番号

電話連絡をする場合に、時間の制限がある方はお知らせください。

ＦＡＸがない場合は住所をお知らせください。

〒

下記の表のご希望のスタッフに○をつけてください。
スポットゲーム・キャストをご希望の方は、都合のよい時間を選んでください。ご希望の時間が当
てはまらない場合は、備考欄にご記入ください。
○つけ欄

募集スタッフ

① 仮装コンテスト審査員
② スポットゲーム・キャスト
↓ ○つけ欄（複数歓迎）

備考

10 月 27 日（土）9:00 ～ 13:30
10 月 27 日（土）12:30 ～17:00
10 月 28 日（日）9:00 ～ 13:30
10 月 28 日（日）12:30 ～17:00
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●平成１９年９月の「暮らしの相談コーナー」から
皆様のご支援によりこのコーナーを継続し、９月も１１コマをご案内しています。
場所は、ＴＮＣのオープンスペース。相談は予約なしの先着順ですので、お待ちいただくこともあ
りますが、時間内にお越し下さい。詳しいスケジュール等はＴＮＣホームページに掲載しています。
（ホームページのアドレス：http://www.tama-npo.org/）
（午前は、１０:３０～１２:３０ 午後は、１３:３０～１５:３０の開催です。）
９月 １日(土) 午前・９月１５日(土)午前「手嶋俊輔さんの住宅～戸建てから集合住宅」
９月 １日(土) 午後「山中康廣さんの住まいのリニューアル」
９月 ４日(火) 午前「小池松弘さんのよろずパソコン」
９月 ７日(金) 午前「深田イツ子さんの不登校・引きこもり」
９月１１日(火) 午後・９月２５日(火)午後「梅村孝治さんの労務・経理」
９月１５日(土) 午後「内海昌三さんの就職・転職活動の支援」
９月２２日(土) 午前「和氣公介さんのパソコンのフォローアップ」
９月２２日(土) 午後「都田浩司さんのハイエージのインターネット」
９月２５日(火) 午前「井坂宏さんの初心者のためのパソコン相談」
事務局では、暮らしの相談コーナー相談員を担当したいとのお申し出をお待ちしています。

●「市民協働研修」講演録を９月１５日に刊行予定
７月１８日に多摩市とＴＮＣ共催で実施した「市民協働研修～元気印で市民協働～」の講演録を
現在作成中です。９月１５日に発行を予定しています。冊子は出来上がり約６０頁、1 冊実費５０
０円で頒布いたします。ご希望の方は、ＴＮＣ事務局にお申込ください。

●９月４日(火)から１５日(土)にインターンシップ生を受け入れます
ＴＮＣでは、２００７年もインターンシップ生２名を９月４日から１５日まで受け入れます。例
年どおり、市民活動便利帳作成をはじめとする作業を予定しています。多摩市市民活動推進課を始
め、関係各機関や施設のご指導を頂くことになりますので、宜しくお願いいたします。

(環境推進課)
紙はリサイクルの優等生。５回も生まれ変わるんだから燃やさないで
ね。買い物のレシート（感熱紙は不可）や割り箸の袋は貴重な資源です。

エコミちゃん

本類、お菓子の箱やティッシュの箱、チラシ、メモ、カタログ、トイレットペ
ーパーの芯（ラップの芯、硬いものはだめ）
、パンフレットは第２･４水曜日の雑誌・雑紙
の日に出してください。シュレッダーにかけた紙吹雪状に裁断された紙は繊維が切れるた
めに資源になりません。
細長く裁断された幅５ミリ以上長さ６センチ以上（つまよう枝の紙）は再生可能です。

市民協働 NEWS は、希望する団体・市民向けに配信しています。市民活動情報等掲載したい記事等ござ
いましたらお気軽にお寄せください（原稿締切りは毎月 15 日です）。
市民協働 NEWS は多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞でもご覧いただけます。
連絡先 多摩市くらしと文化部市民活動推進課事業担当
(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ 7F)
担当 鈴木、加藤
TEL ０４２-３７６-８３１２ e-mail npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp
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