
川崎市立労働会館及び川崎市教育文化会館再編整備」並びに「新しい宮前市民館・図書館移転・整備」に伴う 
事業・サービスの検討に関するサウンディング型市場調査  質問への回答 

 
 質問事項 対象施設 質問の概要 回答 

１ 提案内容 全般 労働会館・ 
教育文化会館 

「音楽室 1 室・スタジオ 4 室」の設置とあり

ますが、音楽室及びスタジオにつきまして、そ

れぞれどのような利用方法が想定されるかご

教示ください。 

音楽室については、楽器の練習利用を想定しています。また、ス

タジオについては、楽器の練習利用に加え、ダンスや軽運動の利

用を想定しています。 

２ 提案内容 全般 労働会館・ 
教育文化会館 

既存の建物を改修するとありますが、設備機

器についても一新する予定でしょうか。 
耐震補強に伴うスケルトン改修を予定していますので、設備機

器についても一新する予定です。 

３ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 
提案内容は、宮前市民館・図書館に限るもので

も良いか。 宮前市民館・図書館に限るものでも構いません。 

４ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 
図書館機能と貸館機能に分かれると思います

が、貸館機能に限る提案でも良いか。 宮前市民館・図書館の貸館機能に限る提案でも構いません。 

５ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

「宮前市民館・図書館」について、図書館は専

門的な知識や運営ノウハウを持つ企業が限ら

れているため、事業・サービスについて提案で

きないことが考えられますが、その場合、宮前

市民館についてのみの提案でも宜しいでしょ

うか。 

宮前市民館のみの提案でも構いません。 

６ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

想定する来館者人数及びどのような方々が利

用されるイメージを持っているか利用者層を

教えてください。 

鷺沼駅前に移転することで、アクセス性の向上に伴う来館者の

増加を想定していますが、宮前市民館・図書館の現状と課題につ

いては、「新しい宮前市民館・図書館基本計画」のＰ７～Ｐ１１

を御確認ください。 

７ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 
宮前市民館のホールスペースの検討２案及び

諸室に新たな提案をすることは可能ですか。 

宮前市民館のホールスペースや諸室について、「新しい宮前市民

館・図書館基本計画」で検討の方向性を示していますが、新たな

御提案をいただいても構いません。 

８ 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 
宮前市民館の利用料金の上限設定を増額する

予定はありますか。 
宮前市民館の利用料金については、本市の使用料・手数料の設定

基準に基づき、今後、検討してまいります。 
９ 提案内容 全般 宮前市民館・ 宮前市民館・図書館における他公共施設との 再開発により建設される同じ建物の店舗や駅前商店街など商業



図書館 差別化はどのようにお考えでしょうか。 施設・民間施設との近接による相互連携により、事業の充実やサ

ービスの向上をめざして、社会教育及び生涯学習にかかる環境

を整備してまいります。 

10 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

新しい宮前市民館図書館基本計画において、

目指す方向性として「同建物内等との相互連

携の可能性の創出」とありましたが、貴市とし

て、本整備事業と鷺沼駅前再開発事業の連携

は具体的に考えていますでしょうか。 

令和８(2026)又は９(2027)年度の供用開始までの間、宮前区全

体を活性化する文化・交流拠点の形成と新たなコミュニティの

創出の実現に向けて、民間事業者との連携のあり方等について

再開発事業の事業主体と連携した検討を進めてまいります。 

11 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

市民館と図書館は「駅前街区」の建物に入りま

すが、「北街区」の入る区役所との連携は何か

考えていますでしょうか。 

「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」や「これからのコ

ミュニティ施策の基本的考え方」などの関連施策を踏まえ、区役

所と連携した取組みを検討してまいります。 

12 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

内装工事や備品選定については、事業者側が

行う業務でしょうか。また、事業者の提案は反

映されますか。 

内装工事や備品選定については、発注方法を含めて今後検討し

てまいります。 

13 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

実施要領の対象者に記載されている「この事

業の実施主体となることができ」の「この事

業」とは提案事項１～５だけでなく市民館図

書館の管理運営までを指していますか。 

提案事項５については、管理運営を含めた提案を指しています。 

14 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

実施要領の対象者に記載されている「この事

業の実施主体となることができ」の「実施主体

となることができ」という意味は、事業者から

の一部再委託による実施を想定した場合も認

められますか。 
（例えば、図書館・市民館の一体的な運営管理

を提案する場合に、図書館の運営実務につい

て、協力企業へ再委託することを想定） 

協力企業への再委託を含めて、提案することも認めます。 

15 提案内容 全般 宮前市民館・

図書館 

本サウンディングの提案は、例示されている

５つの提案事項以外にも再開発事業および地

域との関連性を踏まえた提案は可能ですか。

その場合の制約等はありますか。 

宮前市民館・図書館の事業・サービスに関する提案であれば受け

付けます。 

16 提案内容 全般 宮前市民館・ 本サウンディングの提案内容において、実現 実現性について、未検証の内容を含んでいても構いません。 



図書館 性について未検証の内容（アイデア）を含んで

も問題ないですか。 

17 提案内容 
提案事項１ 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

「開館日の拡大や開館時間の延長」と提案事

項の例にありますが、条例等で定められてい

る開館日及び開館時間を変更するような提案

を行うことも可能ですか。 

条例等で定められている開館日及び開館時間を変更するような

提案も可能です。 

18 提案内容 
提案事項１ 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

「諸室の個人利用」と提案事項の例にありま

すが、個人に対して利用の許可を行うかどう

かの提案が求められていますか。また、現在は

団体のみの利用に限られているという理解で

よいですか。 

今回の調査では、個人に対しての利用許可の提案も求めていま

す。なお、市民館については、団体と個人で、予約受付期間が異

なります。 

19 提案内容 
提案事項１ 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

「諸室のタイムシェア化」と提案事項にあり

ますが、「タイムシェア」とはどのような貸出

形態を想定していますか。 

複数の団体が、１つの諸室を分け合って利用することを想定し

ています。 

20 提案内容 
提案事項１ 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

「周辺施設と連携したイベント（広場を活用

したマルシェ、フリーマーケット、リユースト

レード等）」と提案事項にありますが、「リユー

ストレード」とはどのようなイベントを想定

していますか。 

リユース品の交換イベントを想定しています。 

21 提案内容 
提案事項１ 

労働会館・ 
教育文化会館 

「労働に関する情報や資料の効率的な活用」

と提案事項にありますが、現在はどのような

活用（運用）をされていますか。 

労働資料室運営については、現在、指定管理業務に位置付けてお

り、労働関係図書・資料・労働史等を収集・保管するとともに、

利用者からの問い合わせに対する資料案内や資料相談に応じる

など、資料提供を行っております。 

22 
提案内容 

提案事項１ 
提案事項５ 

労働会館・ 
教育文化会館 

現時点で貴市が考えている、隣接する富士見

公園との連携についてご教示ください。 
富士見公園と連携した多彩なイベント、富士見公園内の公共・民

間施設やスキルを持つ地域人材との連携を想定しています。 

23 
提案内容 

提案事項２ 
提案事項５ 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

提案事項に記載の「両施設」とは、「川崎市立

労働会館及び川崎市教育文化会館」及び「宮前

市民館・図書館」である理解でよいですか。 

両施設とは、川崎市立労働会館と川崎市教育文化会館、又は、宮

前市民館と図書館を意味します。 



24 提案内容 
提案事項１ 

宮前市民館・

図書館 
開館時間の延長又は短縮の提案は可能です

か。 宮前市民館・図書館の開館時間に関する提案も可能です。 

25 提案内容 
提案事項３ 

宮前市民館・

図書館 

宮前市民館・図書館の運営に関して、ＩＣＴを

活用した事業・サービスとありますが、システ

ムについては、川崎市又は事業者のどちらが

整備する見込みですか。 

宮前市民館・図書館におけるシステムのサービス内容によって、

川崎市が設置する場合と、事業者が設置する場合があることを

想定しています。 

26 提案内容 
提案事項５ 

宮前市民館・

図書館 

本サウンディングの提案は、維持管理運営費

縮減の観点から指定管理者制度を含めた運営

提案も可能ですか。 

効率的・効果的な民間活用の手法として、指定管理者制度を含め

た提案も可能です。 

27 提出方法 
記載方法 － 

「川崎市立労働会館及び川崎市教育文化会

館」及び「宮前市民館・図書館」のうち、2 つ

の施設に関する提案書を提出する場合は、「川

崎市立労働会館及び川崎市教育文化会館」に

関する提案書 1 部、「宮前市民館・図書館」に

関する提案書 1 部の計 2 部提出する形がよろ

しいでしょうか。または項目分けなどを行っ

た上で、1 つの提案書に 2 つの施設の提案を記

載する形がよいですか。 

２つの施設に対して、共通の提案内容の場合は１つの提案で構

いません。施設ごとに提案内容が異なる場合は、それぞれの提案

書を提出してください。 

28 提出方法 
記載方法 － 

提案事項１～５につきまして、複数の事項に

ついて提案を行う場合、同一ファイルにまと

めて提出する形がよいでしょうか。 

複数の事項について提案を行う場合は、同一ファイルにまとめ

て提出してください。 

29 提出方法 
記載方法 － 提案書提出時のデータ形式の指定がございま

したらご教示ください。 
一般的なＰＣで対応しているファイル形式（Word、Excel、PDF
など）での提出をお願いします。 

30 提出方法 
記載方法 － 各提案書につきまして、枚数の指定はありま

すか。 枚数の指定はありません。 

31 提出方法 
記載方法 － 

「事業内容・手法」記載欄は複数ページになっ

てもよいですか。また、枚数制限はあります

か。 

提案書は複数ページになっても構いません。（提案書は、任意の

様式でも構いません。）また、枚数制限もありません。 

32 提出方法 
記載方法 － 「3 提案内容」「提案項目」の該当項目（提案

事項 1～5）は複数選択してよいですか。 
「3 提案内容」「提案項目」の該当項目（提案事項 1～5）は複数

選択しても構いません。 
33 個別対話 － サウンディング調査の参加人数に制限はあり ８名を超える場合は、個別にご相談ください。 



ますか。 

34 個別対話 － 1 グループ複数社で受けることは可能でしょ

うか。 
グループとしての提案であれば、複数社で受けることは可能で

す。 

35 個別対話 － 
サウンディング調査への参加は、実際に公募

された際に参加するグループ単位でないと参

加できないでしょうか。 

公募の際のグループと、必ずしも同一である必要はありません

が、共同提案者としてのグループで参加してください。（提案と

関係ない企業の参加は認めません。） 

36 個別対話 － 
個別対話の発表時にはプロジェクタ投影等可

能、提出書面以外の補足資料提示は可能です

か。 

個別対話の発表時にはプロジェクタは用意いたしましせんの

で、書面での説明をお願いいたします。また、提案書は、任意の

様式でも構いませんので、補足資料も含めて書面で提出してく

ださい。 

37 現状 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

川崎市立労働会館及び川崎市立教育文化会

館、宮前市民館、宮前図書館の事業報告書を開

示ください。 

川崎市立教育文化会館及び宮前市民館については、令和元

（2019）年度教育文化会館・市民館活動報告書をご覧ください。 
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000118161.html 
宮前市民館については、川崎市立図書館活動報告をご覧くださ

い。 
https://www.library.city.kawasaki.jp/regulations.html#sec4 
川崎市立労働会館については、指定管理者の評価シートの利用

実績をご覧ください。 
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000046081.html 

38 現状 

労働会館・ 
教育文化会館 
宮前市民館・

図書館 

川崎市立労働会館及び川崎市立教育文化会

館、宮前市民館に登録している利用団体、サー

クルのジャンル（ダンスサークルなど）ご教示

ください。 

教育文化会館のサークル情報については、こちらのＨＰを御確

認ください。 
https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/94-11-1-12-0-
0-0-0-0-0.html 
宮前市民館のサークル情報については、こちらのＨＰを御確認

ください。 
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000118553.html 
労働会館を利用する団体・サークルのジャンルは、ダンス・茶道・

華道・洋裁など様々です。各諸室の主な利用目的については、基

本計画 P49～P54 に記載してあるとおりです。 

39 現状 労働会館・ 
教育文化会館 

川崎市立労働会館のカフェの利用状況（個人

利用、宴会の利用など）についてご教示くださ

令和元年度及び令和２年度のレストラン業務に関する利用人員

は以下のとおりです。 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000118161.html
https://www.library.city.kawasaki.jp/regulations.html#sec4
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000046081.html
https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/94-11-1-12-0-
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000118553.html


い。 令和元年度 
宴会：13,596 人 レストラン：8,670 人 弁当：4,670 人 
令和２年度 
宴会：93 人 レストラン：1,338 人 弁当：256 人 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４月～９

月、令和３年１月～３月まで休業 
 
 


