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RE:お 問合わせの回答について

大塚様

以下、一間ごとに補足の質問を致します。

「KDDI基地局については占用の許可を与えるための審査基準を満たしている」とのことですが、具体

的に法的根拠を示してください。

ゎたしは、都市公園法の7条に違反していると思いますが。

From:みどり公園課職員 くmidOrLkoen@City.asaka.lgjp>

Sent:Thursdav′ July 30′ 20209:35 AM

丁o:xxmwg240@ybb.ne ip

SubieCt:お 問合わせの回答について

黒薮 哲哉 様

令和 2年 7月 7日 及び 7月 10日 付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとお り回

答させていただきます。

都市公園における基地局の設置につきま しては、工作物の新築工事 として公園管理者の許可を

得る必要があり、KDDI基 地局については占用の許可を与えるための審査基準を満たしている

ことから許可を行つたものであり、違法 とは考えてお りません。

事業者より公園施設設置許可申請があり、許可基準に適合していることから許可しているもの

です。

5Gビジネスに使われるKDDI基 地局の公園内への設置は違法です。

ダステ、 )`の設 置にも問題があるようです。

l告書の提出日をお知 らせKDDI側 から朝霞市へ提出された説明に関する卦

ください。

令和 2年 4月 20日 になります。



基準値についても、具体的に記述箇所を提示 ください。改めて現行の基準値

を安全 とする根拠を説明ください。

電波の安全性につきましては、電波行政を所管する国が法令や指針等により規制を行ってお

り、本市 としてはこれ らの規制に沿つて設置 される基地局から発射 される電波については、人体

に対する安全性は適切に確保 されているものと考えてお ります。

令 和 2年 7月 30日

間合せ  朝霞市都市建設部み どり公園課長  大塚 繁忠

TEL0 4 8-463-1111 内線 2102
TEL0 4 8-463-0374(直 通 )
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差出人 :
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件名 :

×XmWg240@ybb.ne.jp

2020年フ月 30日本曜日 16:08
'藤田 智晃

:

城山公園

藤田様

1、 貴社 との話 し合いは実質的には行われておらず、たとぇメールが交わされてたとしても、なんの合意事項もあ りません。

ただちに工事を中止するように求めます。中止されない場合は、9月 を目途に朝霞市に対 して行政訴訟を起 こします。

2、 電磁波過敏症などの人体影響が発生 した場合の貴社の責任者を明らかにしてくださぃ。

3、 基地局の設置個所の賃料が年間で430o円 であることを確認 してぉきます。 これについては間違いがあれば、本 日中にお知 らせ くださぃ。

黒薮
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送信済みメール       RE:城 山公園                文字サイズ: 1ヽ  ■     詳組を卜す

迷惑メール         From: 藤田 智晃                   ‐ 二・  2020/W3′ Mon 09:23

コミ箱          
発信元: ldden3 ornc,o6o■ CO=yoo■ etp

To:  、メ,w1240こ |し01,● 」。

個人フォルダー        cc: 藤田 智晃

連絡先

カレングー

ボックス      黒薮様

中
顧量

に
農昌墨事Fン

ジエアリングは)

lτfll甘 ::ユ 1・
=  周辺にお住まいの方への対応として、連絡させて

いただいております。

城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに

回答させていただきます。

〉 狙
ヽ
議 管、農 騨 ヒ留 驚

の合意事項もありません。

〉ただちに工事を中止するように求めます。中止さ
れない場合は、9月 を目途に朝霞市に対 して行政訴
訟を起こします。

各種法令の遵守及び関係各所への手続きを実施
しておりますので、工事

については予定通 り進めさせていただきます。

〉2、 電磁波過敏症などの人体影響が発生 した場合
の貴社の責任者を明らかにしてください。

電磁波過敏症の症状を電磁界ばく露と結びつけ
る科学的根拠はないもの

と認識 しています。

ご理解の程よろしくお願いいた します。

―――一-Original Message―――一―

From:藤田 智晃 〈豊kifil_LitaQtte趣 襲kddL豊Q艶〉

Sent: Thursday, July 30, 2020 5:49 PM

Toi xxnwy■ 2∠整⊇Oyb極 :旦豊二ip

Cc:藤田 智晃 〈toklfultaOヒ重o9Jkd■ .⊆9錠〉

Subjecti RE:城 山公園

黒薮様

Dynabookが 強カサポート1_才

設
=」

型趣重麹

先生の負担も軽減 ::

簡単   安心

https://jp.mg5.mail.yahoo.co jplneo/launch?.rand:6as 1 mehm34sj 5 2020/08/03
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:-2020/8/3`Mon 09 34

コミ箱

個人フォルダー

連絡先

カレンダー

ボックス

T。: 藤田 智晃

藤 田様

7月 30日付け質問の回答が付着なので、送付願ます。下記の質問です。     累 言+1千 万 本 突 破 。 脚

対策に『ロコモア』

藤田様 i気な:11つ く,I■ ,■の手■と■,さ
賢節|[Wi]営 青 す(力を支え

=す.=:).|‐ 1_■―

質問と答えは
'歯

み合つていません。もういちど同じ質問をします。ちゃん

テントでもひんやり   と質問を理解した上で、こ回答ください。

/こ こひえく公式>
:        【質問】

j:|:|:[|::[  な意し:|=重羅娠菫秀:よLE覧曇堰露象『厩菫鯉 i緊 寸等
           〉

●,F11を
'=■

'       い。そのうえで、その理由を説明して ください。

今回は、YESかNOかの回答だけで結構です。

質問を読んで、はっきとYESかNOで答えて ください。

グルコサミン アクテイプ    (税 抜)が

お試 し  の チャンスです。
先生の負担も軽着:I!

簡単   安わ

|■ ■ :■1  :

※抽選で1万名様
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