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いつもご愛読いただきありがとうございます！そろそろ春の足音が近づいてきました。活動を始めるには
いい季節となりました。市民活動情報センターでは、皆さんの地域デビューのお手伝いになるような情報をたくさん
取り揃えています。ぜひご活用ください！「たまりばてぃ通信」も、引き続きご愛読をお願いします。

～市民活動情報センターからのお知らせ～

“ 春探し、生きがい探し、地域にフミダス第一歩！“
～野外観察と仲間づくり～
都立桜ケ丘公園を散策します。多様な分野で活動する森林インストラクターのガイドで
公園内を野外観察をしたり、森林インストラクターとなったきっかけなどを聞きながら自分
に合った活動の場を探してみませんか。
日 時： 3 月 4 日（木） 12：40～１６：００
場 所： 集合場所 旧多摩聖蹟記念館入口
対 象： おおむね 60 歳以上
定 員： 20 名
みねお

ゆきお

講 師： 森林インストラクター 加藤 岑夫さん・斉藤 幸雄さん
内 容： 都立桜ケ丘公園での野外観察
（雨天時は旧多摩聖蹟記念館で自然物を使ったクラフトづくり）
参加費： テキスト代 200 円
クラフト材料費 500 円（雨天時のみ）
※当日集金します。
持ち物： あれば双眼鏡とルーペ
服 装： 歩きやすい服装
募集〆切： 2 月 28 日（日）
問合せ・申込み先：市民活動情報センター（多摩市関戸４－７２ ヴィータ・コミューネ７Ｆ）
電話 ０４２－３７６－８３１２（直通）
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多摩市より

業務委託・受託団体募集のお知らせ です。

なお、これらの契約は平成２２年度歳入歳出予算が平成２２年３月３１日までに多摩市議会にて
おいて可決された場合に、平成２２年４月１日に確定するものです。

～経済観光課から～
「平成２２年度

家庭菜園管理業務委託」

受託者募集要領

①委託期間

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

②委託内容

家庭菜園管理業務

③応募資格

市内のＮＰＯ等で、多摩市のＮＰＯ登録又は登録要件を満たす団体
（法人格の有無は問いません）

④応募方法

見積書の提出による（競争入札）

(1)募集要領配布：３月８日（月）～３月１２日（金）の午前９時～午後５時
募集要領と委託仕様書を配布いたします。
(2)見 積 書 提 出期限：３月１２日（金）午後５時まで
(3)募集要領配布及び見積書提出窓口：多摩市役所
※

経済観光課

仕様書をご熟読の上、ご応募ください。

＜問合せ＞経済観光課

ＴＥＬ３３８－６８４８(農政担当直通) ／ ＦＡＸ３３７－７６５９

～ＴＡＭＡ女性センターから～
「ＴＡＭＡ女性センター講座開催時の保育業務」受託団体募集
平成２２年度のＴＡＭＡ女性センターの講座開催時の保育業務を受託していただける市
民団体を下記のとおり募集します。
①委託回数

約２０講座（１講座平均３時間）程度。

②委託内容

満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４
人以下では２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数のうち
原則として１人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。勤務時間は平日
および土・日・夜間あり。
（その他詳細は仕様書による）

③応募資格

保育活動の実績を有し、市内で活動する市民団体で、市ＮＰＯ登録団体（多摩市協
働委託事業契約・市民団体等登録制度）、またはこの登録要件を満たし当該契約前
に登録予定の団体。

④応募方法

※法人格の有無は問いません

ＴＡＭＡ女性センター窓口にて配布（配布期間：３月８日（月）～３月 1２日（金）
の午前９時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、
見積書を作成のうえ、３月１９日（金）午後５時までにＴＡＭＡ女性センター窓口
に直接持参。

⑤選定方法
※

見積競争方式

年度最初の保育委託予定日：４月１１日（日）（時間は午後１時から４時）予定

＜問合せ＞

ＴＡＭＡ女性センター

ＴＥＬ３５５－２１１０ ／ ＦＡＸ３３９－０４９１
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～関戸公民館から～
「関戸公民館主催講座開催時の保育業務」 受託団体募集
平成２２年度の関戸公民館の主催事業開催時の保育業務を受託していただける市民団体を下記の
とおり募集します。
①委託回数

約１３回（１回平均３時間）程度。

②委託内容

満１歳以上未就学児の保育。保育定員は１０人、保育従事者数は保育児４人以下で
は２人、５～８人では３人、９～１０人では４人配置とし、配置数のうち原則とし
て１人以上が保育有資格者・その他は保育経験者とする。勤務時間は平日および
土・日・夜間あり。
（その他詳細は仕様書による）

③応募資格

保育活動の実績を有し、市内で活動する市民団体で、市ＮＰＯ登録団体（多摩市協
働委託事業契約・市民団体等登録制度）、またはこの登録要件を満たし当該契約前
に登録予定の団体。

④応募方法

※法人格の有無は問いません

関戸公民館窓口にて配布（配布期間：３月８日（月）～３月１２日（金）の午前９
時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、見積書を
作成のうえ、３月１９日（金）午後５時までに関戸公民館窓口に直接持参。

⑤選定方法
※

見積競争方式

年度最初の保育委託予定日：４月２日（金）予定

＜問合せ＞

関戸公民館

ＴＥＬ

３７４－９７１１ ／ ＦＡＸ３３９－０４９１

～永山公民館から～
「永山公民館主催講座開催時の保育業務」 受託団体募集
平成２２年度の永山公民館の主催事業開催時の保育業務を受託していただける
市民団体を下記のとおり募集します。
①委託回数

約２５回（１回平均３時間）程度。

②委託内容

満１歳以上未就学児の保育。保育定員は２０人、保育従事者数は保育児４人以下で
は２人、５～８人では３人、９～１２人では４人、１３～１６人では５人、１7～
２０人では６人配置とし、配置数のうち原則として１人以上が保育有資格者・その
他は保育経験者とする。勤務時間は平日および土・日・夜間あり。（その他詳細は
仕様書による）

③応募資格

保育活動の実績を有し、市内で活動する市民団体で、市ＮＰＯ登録団体（多摩市協
働委託事業契約・市民団体等登録制度）、またはこの登録要件を満たし当該契約前
に登録予定の団体。

④応募方法

※法人格の有無は問いません

永山公民館窓口にて配布（配布期間：３月８日（月）～３月１２日（金）の午前９
時から午後５時まで）する委託業務仕様書並びに見積書様式を受け取り、見積書を
作成のうえ、３月１９日（金）午後 5 時までに永山公民館窓口に直接持参。＊ただ
し、１８日（木）休館日を除く。

⑤選定方法
※

見積競争方式

年度最初の保育委託予定：４月中旬の予定

＜問合せ＞

永山公民館

ＴＥＬ

３３７－６６６１
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～ごみ対策課から～
「ごみ減量化推進事業」受託団体募集
１

「

転入者ごみ分別説明業務委託」受託団体募集

市役所本庁舎市民課ロビーにごみ分別説明員を配置し、転入者及び来庁者にごみの分別・減量に
ついて啓発を行います。市の市民協働事業の一環として、毎年、多摩市ＮＰＯ登録団体に業務を委
託しています。つきましては、平成２２年度４月からの業務の受託を希望する多摩市ＮＰＯ登録団
体または登録予定の団体を募集いたします。下記の日程で委託内容の仕様書を配布いたします。
○

委託内容

「転入者ごみ分別説明」業務委託
※ 年間を通して、午前９時～午後５時（昼休憩なし）まで
市役所本庁舎市民課ロビーに説明員を常駐させる。

２

「リユース食器貸出管理業務委託」受託団体募集

お祭りなどのイベントで、繰り返し使うことができるリユース食器の無料貸出を行います。貸出
管理業務（貸出準備事務、洗浄・保管、ＰＲ等）を市民協働事業として、多摩市ＮＰＯ登録団体に
業務を委託します。
こちらにつきましても、平成２２年度４月からの業務の委託を希望する多摩市ＮＰＯ登録団体ま
たは登録予定の団体を募集いたします。下記の日程で委託内容の仕様書を配布いたします。
○

委託内容

「リユース食器貸出管理」業務委託
※年間を通して、貸出日・返却日に応じて（基本的に水曜日）
、午前９時から
午後５時までの間で、リユース食器の貸出準備事務及び返却された食器の
検品・洗浄・殺菌作業をする。また、リユース食器のＰＲも行う。

※ごみ対策課「ごみ減量化推進事業」
○

応募資格

１

２

共通事項

市内で活動する市民団体で、市 NPO 登録団体（多摩市協働委託事業契約・市民団
体等登録制度）
、またはこの登録要件を満たし当該契約前に登録予定の団体。※法
人格の有無は問いません

○

応募方法

多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）にて配布（配布期間：２月２４日（木）
～３月１５日（月）の午前９時から午後５時まで）する提案依頼書、委託業務仕
様書を受け取り、提案書、見積書を作成のうえ、３月１９日（金）午後５時まで
に多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階窓口に直接持参。

○

選定方法

企画提案方式

＜問合せ・提出先＞

多摩市 くらしと文化部 ごみ対策課 減量推進担当

長谷川

多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）管理棟２階
〒206-0024

多摩市諏訪６－３－２

ＴＥＬ３３８－６８３６ ／ ＦＡＸ３５６－３９１９

エコミちゃん
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～みどりと環境課から～
「公園駐車場及びよこやまの道トイレの開閉業務」受託団体募集
①委託期間

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

②委託内容

・公園駐車場（１８ヶ所）の出入り口を、朝は８時３０分までに開け、夕方は各公園の閉
鎖時間（１７～２１時）から１時間以内に閉める業務。放置車両がある時は、連絡等の
対応業務があります。
・よこやまの道に設置されているトイレ３ヶ所の開閉業務。

③応募資格

市内のＮＰＯ団体で、市ＮＰＯ登録又は登録要件を満たす団体（法人格の
有無は問いません。）

④応募方法

３月８日（月）より市役所東庁舎１階・みどりと環境課で仕様書を配布、
３月１５日（月）午後５時までに見積書を提出してください。

⑤選定方法 見積競争方式
＜問合せ＞

公園緑地課 ＴＥＬ３３８－６８２７

講演会＆ディスカッション・カフェ

～多摩ＮＰＯセンターリニューアルイベント！～

藤倉潤一郎さんと語ろう！“ソーシャルデザインと協働のかたち”
わたしたちはどんな社会にしたいんだろう？まちをつくろう、仲間をつくろう！
そうだ、つくるための資金もつくろうよ！お茶しながら語らう多摩発“協働のかたち”
☆ 日

時 ： 平成２２年３月２２日（月） 午後２時～

☆ 会

場 ： 多摩 NPO センター オープンスペース

☆ 定

員 ： ５０名

☆ 参 加 費 ： ５００円（資料・お茶代）
☆ 内

容 ： 藤倉潤一郎さんによるトーク（講演）
藤倉潤一郎さんを交えてディスカッション・カフェ

☆ 講

師 ： 藤倉潤一郎さん（プラットフォームサービス株式会社代表取締役、鶴ヶ島市協働
政策幹。新しい公共空間のあり方を考えるソーシャルデザイナー）

☆ 申込期間 ： ３月１日（月）～ （先着順）
☆ 申込み・問合せ：多摩 NPO センター運営会議（連絡先:市民活動支援課事業担当 ℡376-8312）
◎ 詳細は追ってチラシ、NPO センターHP（http://www.tama-npo.org/）にてお知らせします。

★ 市民活動情報センターってこんな所 ★
★ ～市民活動情報センターを情報発信の場所としてご活用ください～ ★
市民活動情報センターには、地域で活動してみたい、仲間を作りたい、そんな方からの問い合わせが多く
あります。そのような方々へのＰＲの場所としてこの場所を利用しませんか？当センターではパネルやチラシ
で地域活動を行っている団体などの紹介をしています。団体登録をしていただければ、
イベント開催のお知らせや参加者募集のチラシを置いたり、作成したパネルの展示など
ができます。（パネルについては、より多くの団体の展示を行うため、入れ替え制となり
ます）ぜひ情報発信・収集の場としてご活用ください！
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多摩市社会福祉協議会

締切近し！

地域を豊かに 活かそう！ご近所パワー

※１回のみの参加可

地域活動ボランティア入門講座です。あなたの力を地域で活かしませんか。
テーマ・内 容

日 時

１

２

３

3月2日(火)
13:30-16:00
3月5日(金)
13:30-16:00

3月9日(火)

講師・協力(予定)

わがまち探検!! 市民活動探検
永山名店街を訪問し、永山地域の市民活動に
ついて学びます。

減災のまちづくりに向けて
災害発生後及び復興の過程を知り、減災のま
ちづくりについて学びます。
災害支援活動者の報告/地域での取組み紹介

地域での支え合い
地域で実際に行われている見守り活動や、助

13:30-16:00 け合いの事例から、相互性や多様性について
考えます。

４

3月19日(金)

多摩市健康福祉部
生活福祉課
永山在住 民生委員
・視覚障がい者
瓜生小学校

小学校から市民に期待することや、ふれあ

多摩市教育振興課

13:30-16:00 い・いきいきサロンでの活動など出会いから
3月23日(火)

ｼｬﾝﾃｨ国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会
事務局次長 市川斉氏
永山地域での取組み例

つながりは出会いから
始まるつながりについて学びます。

５

多摩市市民活動情報セン
ター
永山福祉亭 ほか

これからの活動に向けて
講座の振り返りを行い、今後の活動について

13:30-16:00 考えていきます。

永山3－1ふれあい

調整中

場
定

所：多摩ボランティアセンター永山分室(東永山複合施設内 永山 3-9)
員：２０名
参加費：５００円
問合せ/申込み 多摩ボランティアセンター永山分室(月～金 9 時～17 時)

０４２-３７３-６６４２

FAX ０４２-３０６-１１３２

3 月 29 日(月) 10:00～16:30
ボランティア活動の経験を活かして、相談員として活動してみませんか。
対 象：ボランティア活動経験のある方
場 所：総合福祉センター７階 研修室
定 員：２０名
問合せ/申込み 多摩ボランティアセンター(月～金 8:30～17:00)

０４２-３７３-６６１１

FAX ０４２-３７３-５６１２

たまりばてぃ通信は、希望する団体・市民向けに Ｅメールで配信しています。
Ｅメールでの配信を希望する方は連絡先及び配信先を下記連絡先までお知らせください。
また 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）。
※ たまりばてぃ通信は 多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞及び、多摩市
市民活動情報検索サイト＜ http://www.tama-shimin-katsudo.com ＞でもご覧いただけます。
(最新号の掲載は発行から１週間程度)

連絡先 市民活動情報センター【多摩市 くらしと文化部 市民活動支援課事業担当】
(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ 7F)
担当 ： 田島、加藤、石井
TEL ０４２-３７６-８３１２
e-mail： npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp
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