
ご意見 対応状況 備考

会議開催日時と参加団体の事前公表 事前に公表しました。 第1回調整会議

ヨットハウスの２階と船具庫屋上をつなぐ渡り廊
下の設置

小田急ヨットクラブさんの船が往来しますので、困難で
す。

〃

ヨットハウスと船具庫の間の通路を外側に変更
ヨットハウス跡地の活用を検討いたします。ただし、小田
急ヨットクラブさんの出入口の変更などが課題となりま
す。

〃

トレーニングセンターの整備
藤沢市内各地の体育館などを活用してくださいますよう
お願いします。

〃

宿泊施設の設置

かながわ女性センターでは、平成22年４月１日の宿泊か
ら、利用当日の１箇月前から空きがある場合、宿泊室の
みの利用が可能となります。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0050/center
/kanri/charge.html）

〃

メインエントランスにヨットの展示 検討します。 〃

メインエントランスでヨットの映像を放映 検討します。 〃

計画図の監視塔は海面が見えない。監視塔は
不要ではないか。

監視塔を無くした計画としました。 〃

ロッカー・シャワーについて、男女の規模を同
じにすべきではないか。

現在のヨットハウスのシャワー室の規模から男女比を7:3
として設定しています。
女性利用者

〃

ロッカー・シャワーの無料化 検討します。 〃

清潔なパウダールームの設置 検討します。 〃

ミーティングルームをパーティーションで分割 検討します。 〃

1階の倉庫を船具庫に含め、警察が入口側
に、2階のミーティングルームを1階に降ろした

修正しました。 〃

大会議室の外側のテラスと一体に使いたい。
ミーティングルームを1階とし、大会議室とテラスを一体と
しました

〃

警察は入口駐車場の近くでよいのではない
か。

対応します。 〃

駐車5台は入口の好立地なので、必要 小限
とし、もっと有効に利用したらどうか。

5台は緊急車両を考えています。管理用車両は有料駐
車場に移動していただきます。

〃

国際ＶＨＦが来年から緩和され、普及すると思
うが、キャッチする場所がない。

現在の監視塔の活用を検討します。 〃

ロッカールームとシャワールームとの動線が悪
い

修正しました。 第2回調整会議

ミーティングルームCDEはディンギーヨット保管
地の近くがよい

対応します。 〃

ミーティングルームに給湯施設が欲しい。 給湯施設が設置できる計画としました。 〃

全館放送施設が欲しい。 対応します。 〃

2階に給湯施設が欲しい。 対応します。 〃

警察と港湾現場管理室を内線で通話できるよ
うにして欲しい。

実施設計の中で検討します。 〃

警察は外部通路に面した場所がよい。 対応します。 〃

現在の監視塔はヨットレース全体を把握できる
ため残して欲しい。

対応します。 〃

ロッカーを大きくして欲しい。 検討します。 〃

外部階段の位置をよく検討して欲しい。 検討します。 〃

調整会議における主なご意見と対応状況（１／２）
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ご意見 対応状況 備考

2階の大会議室について、レース後のパーティ
時などのために有料で貸し出しして欲しい。

対応します。 第3回調整会議

2階の大会議室のテーブルの収納場所の確
保。

確保しました。 〃

船具ロッカーについて、現在の利用者している
規模は確保して欲しい。

確保します。 〃

大規模ヨットレースの場合に会議室の優先予
約ができるような仕組みが必要。

検討中です。 〃

女性センターの宿泊施設の優先予約できるよう
にして欲しい。

ヨット大会時等における宿泊施設の早期予約の実施に
向けて検討するとのことです。

〃

男性トイレよりも女性トイレに列ができる。人数
比以外で決めて欲しい。

一部の女性トイレを増やすなどの対応をしました。 〃

船具庫と新ヨットハーバーの間の通路の安全
確保

対応します。 〃

調整会議における主なご意見と対応状況（２／２）
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ご意見 対応状況 備考

東側に海が見えるスペースの確保 大会議室やテラスを配置しました。 第１回意見交換会

医務室を車寄せの近くに確保 確保しました。 第１回意見交換会

塩害措置の実施 実施します。 第１回意見交換会

駐輪スペースの拡大( 低50台)盗難防止措置 拡大しました。また、盗難防止についても検討します。
第１回意見交換会
第２回意見交換会
意見箱

アフターパーティーやバーベキュー場所の確
保

運用の中で検討します。 第１回意見交換会

利用者団体の(共同)運営室の確保
クラス別運営室の確保

ミーティングルームを配置しました。
第１回意見交換会
第２回意見交換会

無料飲食スペースの確保
１階のみんなのスペース又は２階のロビー・ホワイエ、
ハーバーテラスを配置しました。

第１回意見交換会

オリンピックメモリアルの運用検討 誰でも利用できるよう計画します。 第１回意見交換会

３階へのフラッシュライトの設置 運用の中で検討します。 第１回意見交換会

車での機材搬入導線の確保 新たなヨットハウスと船具庫の間に確保します。 第１回意見交換会

直ぐにお湯が出るシャワーの設置 実施します。 第１回意見交換会

工事中のヨットレース用ビジターバースの確保
空きバースの再配置で確保します。皆様のご協力をお
願い申し上げます。

第１回意見交換会

ヨットに関する図書を置く本棚の設置 ライブラリーコーナーを設けました。 第２回意見交換会

個別要請に対する期限付回答の作成 本資料を会議の都度更新します。 第２回意見交換会

水上警察署と管理事務所が南東の好立地にあ
るため配置替え

緊急出動などの海の安全のため、海の近くに配置してい
ます。

第２回意見交換会

ボイラー室が南東２階の好立地にあるため配置
換え

2階から1階に配置換えしました。 第２回意見交換会

県民、藤沢、鎌倉市民に広く知らせること
本調整会議を公開としました。また、藤沢土木事務所の
ホームページやヨットハウスで計画案を提示します。

第２回意見交換会

一般の利用者も含めた検討会の開催
本調整会議を公開とし、会議の 後に傍聴者からの意
見を募ることとします。

第２回意見交換会

キッズスペース設置 施設の管理運用面で対応します。 第２回意見交換会

子供用トイレの設置 誰でも利用できるトイレを設置します。 第２回意見交換会

工事期間中の安全の確保
了解しました。ただし、ヨットの養生等影響範囲等につい
て、皆様と相談の上、施工したいと考えています。

第２回意見交換会

利用料金を据え置くこと 利用料金は現在未定です。 第２回意見交換会

①ヨットハウス新築に関するご意見

第1回、第2回意見交換会における主なご意見と対応状況
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ご意見 対応状況 備考

ヨットの保安体制の充実
ヨットハウスの保安体制検討と併せて全体のセキュリティ
の向上を検討します。

第１回意見交換会

駐車場の優先利用
江の島・片瀬周辺の駐車場との連携や渋滞情報提供な
どを検討します。

第１回意見交換会

出港手続き機械の複数配置 運用の中で検討します。 第１回意見交換会

コンセプトを定める懇談会の設置
江の島(湘南港)みなとまちづくり協議会や利用者懇談会
に加え、本調整会議を設置しました。

第１回意見交換会
第２回意見交換会

かながわ女性センターとの連携

ヨットハウスと女性センター相互の特性を生かした連携を
図るため、空室がある場合に限り、宿泊室のみの利用が
可能となりました。引き続き連携を進めます。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0050/center
/kanri/charge.html）

第１回意見交換会

夜10時まで開港
今年度、GWの営業時間の延長などを試験的に導入しま
した。引き続き、実態に合わせた運営により一層取り組
みます。

第１回意見交換会

担当者のマリーナの視察
横浜ベイサイドマリーナ、八景島マリーナを視察しまし
た。
佐賀県ヨットハーバーを視察しました。（H22.11.6追記）

第１回意見交換会

施設利用料金を提示 実施設計～供用開始の間に提示する予定です。 第１回意見交換会

会議資料の公開

ヨットハウスで閲覧可能とし、神奈川県藤沢土木事務所
のホームページで議事を公開しています。「藤沢土木事
務所で検索又は
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1913/fujido/f
ujido-index.html」

第１回意見交換会

利用者マナーの向上に関する管理者の取組み 指定管理者と協議を進めます。 第２回意見交換会

船具ロッカーの大型化 設計に反映します。 第２回意見交換会

②湘南港管理運営に関するご意見

4



ご意見 対応状況 備考

駐輪スペースの拡大( 低50台)盗難防止措置 拡大しました。また、盗難防止についても検討します。
第１回意見交換会
第２回意見交換会
意見箱

シャワー無料化 今後検討します。 意見箱

女子の更衣室の確保 確保します。 意見箱

テナントの公募(コンビニ・ショップ・飲食店) ご意見を参考とさせていただきます。 意見箱

年間保管量が今より高くならない範囲での改
築・新築

利用料金は現在未定です。建て替えは老朽化などのた
め、早急に進めたいと考えています。

意見箱

トイレの増
現ヨットハウスのトイレ数とほぼ同数を確保する計画とし
ています。

意見箱

センスにあふれ、インパクトのあるデザインを検
討して下さい。

デザインの変更は困難です。 意見箱

ご意見 対応状況 備考

年間利用回数に応じた駐車場の無料化 現時点で、無料化は考えておりません。 意見箱

自動給油設備（セルフ・サービス）の設置希望
給油施設の設置については、㈱なぎさパークで免許等
手続きを進めています。

意見箱1,2

陸置きボートを３０フイートまで拡大 今後検討します。 意見箱

ディンギーマストトップの修理場
（艇を倒さなくてもできるようにして欲しい）

今後検討します。 意見箱

ハーバー内に駐車場確保（年間契約者用） 現在の駐車場の渋滞緩和策を推進します。 意見箱

プールを作ってほしい。 維持管理費等の面から困難です。 意見箱

艤装場所の確保 今後検討します。 意見箱

船台置き場の確保 スロープ脇の船台ラックの使用をお願いします。 意見箱

セール洗浄場所の設置(縦型屋根付） 今後検討します。 意見箱

バースをもっと大きくしてもらいたい。 今後検討します。 意見箱

汚水流しを作っていただきたい。
ディンギーヤード端部に排水溝がありますが、今後検討
します。

意見箱

①ヨットハウス新築に関するご意見

②湘南港管理運営に関するご意見

意見箱に寄せられた主なご意見と対応状況
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