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「市原市勤労会館の利活用に係るサウンディング型市場調査」実施要領 

 

１ 調査の名称 

市原市勤労会館の利活用に係るサウンディング型市場調査 

 

２ 調査の対象 

 市原市勤労会館の土地・建物（１階：市原ワークプラザ除く） 

 （所在地：市原市更級５丁目１番地 18） 

 

３ 調査の目的 

  本市では、子育て世代の転出が続いており、本市の最重要課題の１つとなっています。この

課題を解決し、子育て世代が安心して住み続けられるまちづくりを推進するためには、子育て

世代を徹底的に支援することが重要です。 

 平成 8年に勤労者の福祉に寄与することを目的に開館した市原市勤労会館は、開館以後、総

合公園等の公共施設や大規模商業施設の開業に伴い、子育て世代を集客するポテンシャルを

有する立地環境となりました。一方、設置目的の希薄化や利用者の減少、働き方の変化などに

より、あり方の問題を抱えています。 

 そこで、それぞれの課題解決につなげるため、今般、「子育て世代を徹底的に支援」する施設

として、市原市勤労会館をリニューアルします。 

 リニューアル後は、子育て支援機能や子育て世代の憩いや交流の場の創出、多様な働き方を

支援する機能を創出するとともに、市原ワークプラザを通じた就労支援を行い、子育て世代を

支援する拠点を目指します。 

 この構想を実現するためには、公民連携が重要であることから、民間の意見を広く聴収する

ため、サウンディング型市場調査を実施します。 

 

４ サウンディング型市場調査の流れ 

  

 

 

 

 

 

５ 調査スケジュール 

 内容 日程 

１ 実施要領の公表 令和３年 9月 1日（水） 

２ 事業者説明会・現地見学会 令和３年 9月 24日（金） 

３ 対話参加受付 令和３年 9月 24日（金）～令和３年 10月 6日（水） 

説明会 
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４ 対話実施 令和３年 10月 18日（月）～令和３年 10月 19日（火） 

５ 実施結果の概要公表 令和３年 11月上旬 

６ 事業者の公募 令和４年度中 

 

６ 勤労会館の概要 

名称 市原市勤労会館 

設置目的 勤労者の文化教養の向上及び健康の増進を図り、もって勤労者の福祉に寄与するため、

市原市勤労会館を設置する。  

所在地 市原市更級５丁目１番地 18 用途地域 第二種住居地域 

開館日 平成８年５月 20日（竣工：平成 7年 9月 29日（築 25年）） 

敷地面積 6,137.59㎡ 建築面積 2,377.584㎡ 延床面積 5,339.234㎡  

容積率 200％ 建ぺい率 60％ 

建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート 4階建 駐車台数：70台 

各階の構成 階 主なフロア内容 

４ 多目的ホールの付帯施設（ホールの音響調整や調光が可能） 

３ 多目的ホール(484.8㎡、定員 325人)、控室 

２ 会議室 1(117.2㎡、定員 26人)、会議室 2(40.9㎡、定員 18人)  

会議室 3(39.0㎡、定員 18人)、会議室 4(58.5㎡、定員 30人)  

会議室 5(68.1㎡、定員 36人)、 創作室(68.9㎡、定員 20人) 

料理実習室(146.0㎡、定員 30人)音楽室(86.1㎡、定員 30人)  

体育室（769.3㎡） 

※リニューアルに合わせ、会議室１～５と創作室に母子保健機能を持つ行政施設（子育てネウボ

ラセンター）を移設予定。 

１ 健康増進室 1(142.4㎡)、 健康増進室 2(133.9㎡、定員 30人) 

和室 1(20畳、定員 15人) 和室 2(15畳、定員 15人) 

市原ワークプラザ(232.2㎡) 

利用時間 ９：００～２１：００（毎週木曜日・年末年始休館） 

現在の施設管

理・運営方法 

指定管理者制度 避難所・避難場所指定 避難場所(洪水・土砂・津波・地

震・高潮)避難所(早期・一次）、

帰宅困難者一時滞在施設 

 

 



3 

 

【施設や設備等の特記事項】 

・空調冷暖房設備/バリアフリー設計 

・市原市勤労会館個別施設計画に基づき、今後、エレベーターの改修や LED照明の交換など、

施設の一部改修を予定しています。 

【施設図面】 

案内図・配置図・平面図・立面図：別紙資料のとおり 

 

7 市原市勤労会館リニューアルの方向性 

利活用の考え方 

●メインターゲットは子育て世代。 

●公民連携により「子育て世代を徹底的に支援」をテーマにリニューアルを図ります。 

●リニューアルを行うことで、充実した子育て環境の創出を主目的とし、子育て世代の就労支援

とともに多様な働き方の選択ができる社会の実現を図ることで、市民生活の向上につなげます。

また、本市総合計画や総合戦略、拠点形成構想、さらには「SDGｓのシンボルとなるまち」の実現

に寄与します。 

目指すべき視点や機能のイメージ 

子育て支援 
子育てネウボラセンターなどの、子どもや親世代を対象とした子育

て支援機能 

エントランスや広場の活用 エントランス等を活用した子育て世代の憩いや交流の場 

立地ポテンシャルの活用 
上総更級公園や中央図書館など隣接する公共施設、大規模商業施

設が立地するポテンシャルを活かした新たな機能 

就労支援 市原ワークプラザ（マザーズコーナー）を通じた就労支援 

多様な働き方への支援 時間や場所にとらわれない多様な働き方を支援する機能 

目標値 

指標 目標値 

利用者数 140,000人以上/年度 （過去 5年平均 117,790人） 

10～40歳代の利用者の割合 全利用者の 40％以上 （現状約 20％） 

勤労会館を活用して就職した 

10～40歳代の人数 
300人以上/年度 （過去 5年平均 259人） 
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8 市場調査について 

（１）市場調査の対象者 

 ・対象者は、対象施設を管理・運営する能力を有する単独企業あるいはグループ（複数の企業

の共同）とします。 

※グループで応募する場合は、主たる役割を担う代表者を 1社選定してください。 

※参加表明時、応募者の構成員すべてを明らかにし、各役割分担を明確にしてください。 

※応募者は、応募を含むそれ以降の協議等にかかる諸手続きを行うこととします。 

 

（2）事業者説明会・現地見学会への参加手続き 

 ア 実施日時 

   令和 3年 9月 24日（金）午後 2時～（受付：午後 1時 45分～） 

 イ 参加方法 

   以下のURLから、令和 3年 9月 17日（金）までに申し込んでください。 

https://logoform.jp/f/xIpR1 

日程上ご都合がつかない場合は、別途ご相談ください。なお、事業者説明会・現地見学会

に参加しなくても、対話への参加は可能です。 

    

 

（3）対話の参加手続き 

対話の参加を御希望する場合は、ウェブサイトの「エントリーシート」をダウンロードし、必要

事項を記入の上、9月 24日（金）～10月 6日（水）までに末尾申込先へＥメールにて御提出

ください。 

 

（4）対話の実施 

ア 実施期間  

令和３年 10月 18日（月）～10月 19日（火）午前９時～午後５時  

イ 所要時間  

１事業者につき、30分～１時間程度  

ウ 場所  

  勤労会館会議室 4,5 

エ その他  

・対話は個別に行います。  

・対話では、説明の補足に必要な資料等を使用することができます。  

（資料の提出は必須ではありません） 

  

https://logoform.jp/f/xIpR1
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（４）主な対話項目 

 事業者として対象施設の管理・運営を実施することを想定し、下記の各項目について実現可

能な提案をしてください。なお、一部の項目について記入が出来ない場合は、当該項目を無記

入としても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実施結果概要の公表 

・対話の実施結果の概要については、市原市ホームページ等で公表を予定しています。 

・参加事業者の名称は公表しません。 

  ・公表にあたっては、事前に参加事業者に内容の確認を行います。 

 

（６）施設における留意事項 

①市原ワークプラザの維持 

・平成 19年度からハローワークとの連携により、総合的な就労支援施設として「市原ワーク

プラザ」を会館内に設置しており、今後も就労支援の拠点として維持していきます。提案の際

はその点をご留意ください。 

 

 

対話項目 
事業内容 ・利活用の考え方に基づき、どのような事業を実施するのか。 

事業方式 
・指定管理者制度を想定しているが、その他の事業方式も含め、どのような事業方式

が望ましいか。 

事業実施期間 ・想定する事業期間はどれくらいか。 

施設改修 ・施設の改修（一部又は全部等）の有無と行政と民間の改修分担の考えはあるか。 

周辺公共施設や公共

空間の活用 
・上総更級公園や中央図書館、保健センター等の周辺公共施設との連携や公共空間

を活用した事業提案はあるか。 

SDGｓの取組 ・今回の事業対象範囲でのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に資する取組みはあるか。 

施設運営 ・施設の開館日時や利用料金制などをどのように考えるか。 

指定管理者事業の内

容 

※指定管理者として

の参画を希望する場

合、記載ください。 

・全体コンセプト：貸館・自主事業・営業的興行の割合をどのように考えるか/営業的

興行：具体的かつ実現可能な事例を提示 

・運営経費：可能な範囲で人件費・設備管理費・光熱水費などの項目に区分/市内事業

者の活用：市内の関係団体や事業者との連携・協力 

・指定管理者公募に当たって市に望むこと/上記に基づいて対象施設を管理・運営す

る仕組み 

・上記で表現出来ない応募者独自の提案 
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②母子保健機能を持つ行政施設（子育てネウボラセンター）の移設 

・令和 5年度から、会議室 1～5と創作室・創作準備室を改修し、母子保健機能を持つ行政施

設（子育てネウボラセンター）を移設する予定です。勤労会館の利用者層などが変化しますの

でご留意ください。 

 

（７）応募に関する留意事項 

 ①費用負担 

 ・調査参加に関する全ての書類作成・提出・ヒアリングに係る費用は、参加者の負担とします。 

 

 ②提出書類の取り扱い 

・提出された資料については、返却いたしません。提出資料を利活用方針の策定や公募条件

の検討以外の目的での使用や外部に情報を漏らすことはありませんが、検討の過程で、提案

に含まれる関係団体に対し、守秘義務を遵守のうえ閲覧させる可能性がありますのでご了承

ください。 

 

 ③本市からの提示資料の取り扱い 

 ・本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者

は、応募にあたって知り得た情報を第三者にもらしてはなりません。 

  

④サウンディング型市場調査の位置づけ 

・サウンディング型市場調査に不参加でも、将来実施予定の事業者選定に参加することは可

能です。 

・本事業に関する事業者選定に際し、サウンディング型市場調査への参加実績が優位性を持

つものではありませんが、提案内容が利活用方針や公募条件等に反映される可能性があり

ますので、奮ってご参加ください。 

 

⑤追加の対話 

 ・必要に応じて追加の対話（文書照会を含む）を行うことがありますので、御協力をお願いし

ます。 

 

⑥本事業の趣旨の理解 

・本事業は、指定管理者の公募前に民間事業者を対象とした市場調査を実施することで、対

象施設のポテンシャルを最大限に生かすための指定管理者制度など今後実施する公募の

諸条件を整理することにあります。応募にあたっては本事業の趣旨を十分に理解し、事業者

の創意工夫とノウハウを最大限に活用した提案としてください。 

 

⑦法令等の遵守 

・提案にあたっては、事前に事業者の責任において関係法令等を確認してください。 
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⑧構成員の変更の禁止 

・応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協

議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではありません。 

 

⑨提出書類の変更禁止 

・いったん提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示

等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではありません。 

 

⑩虚偽の記載の禁止 

・企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とします。 

 

９ 事務局 

 サウンディング型市場調査に係る事務局は、次のとおりとします。 

  〒２９０－００８１ 市原市国分寺台中央１－１－１ 

              市原市経済部商工業振興課 江口 

              電話：０４３６－２３－９８３６ 

              Eメール：shoukougyou@city.ichihara.lg.jp 


