
xxmwg240@ybb.ne.jp

2020年 8月 11日 火曜日 8:35

'藤田 智晃
:

らどり公園課職員
:,1環

境推進課職員
1

質問 3

xxmwg240@vbb.ne.jp

差出入 :

送信日時 :

宛先 :

CC:
件名 :

藤田様

CC朝霞市みどり公園課、環境推進課

城山公園の KDDI基地局問題に関する KDDI本社の担当部署 と担当者を教えて ください。

黒薮

※回答は、過去のものも含めて公開を前提 としています。

iginal Message-----

From: 智晃 <tok―fujita@k eng.kddi.co m>

Senti Frid ugust 7,20202:53 PM

To: xxmwg2 b. ne. jp

Cc:藤田 智晃 < ita@k― eng.kddl.co m>

SutteCt:RE:城 山公

黒薮様

地提供問題

KDDIエ ンジニア リング (株 )

藤田です。

周辺にお住 まいの方への対応 として、 せていただが お ります。

だきます。城山公園に設置する基地局に関 し ;問 合せに回答 さぜ ヽ

個人 としての意見、見解等は せていただいております 、組織とし

て回答 させていただきます

>1、 KDDIがコ弓:裏 払 う土地賃借料を決定 した部署 と職員名、さら

を公表 して くだ

朝霞市役 当事者間の内容ですので、回答は控えさせていただきます。

>2、 基地房か電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。

回答する立場にないため、回答は控えさせていただきます。

1

の担当部署 と担当者名



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

CC:
件名 :

黒薮様

KDDIエンジエアリング(株 )

藤田です。

CC:1み どり公

件名:質問3

藤田様

SutteCt/E:城山公園の公有地提供問題

黒薮様

KDDIエンジエアリング(株 )

藤田です。

藤田智晃 くtok―fujita@k¨ eng.kdditcom>

2020年 8月 12日水曜日17:19

xxmwg240@ybb.ne.jp

藤田 智晃

Re:質問 3

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頂いたお問合せについて回答させて頂きます。

・KDDIの担当部署についてのお問合せですが、周辺にお住まいの方への対応は、
KDDiエンジエアリングにて対応させていただいております。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

: xxmwg240@ybb. ne.jp <xxmwg240@ybb. ne.j p>

Tuesday′ August ll′ 20208:35:12 AM

<tok-f uj ita @ k-eng. kdd i.com >

員
!<mido屯

koen@City.asaka.lg.jp、
:環

境推進課職員
:

_suisin @city.asa ka.lg.jp>

CC朝霞市みどり公園課、

城山公園の KDDI基地局問題に

い。

黒薮

る KDDI本社 当部署と担当者を教えてくださ

※回答は、過去のものも含めて 前提とし

-----Original Message,
From:藤田 智晃 〈 -eng.kddi.com)
Sent Friday, 7,20202:53 PM

::翻輪 llattt嶼ょ∞m〉

宛先 :



xxmwg2+O@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

藤田様

xxmwg240@ybb.ne.jp

2020年 8月 13日 本曜日 15116
:藤

田 智晃
:

RE:質問 3

ご連絡あ りがとうございます。

わたしの質問は、 「城山公園の KDDI基地局問題に関する KDDI本社の担当部署 と担当者を教えて くだ

さい。Jと いうものです。ちゃんと質問を理解 した上でご回答 ください。城山公園の件には、KDDI本社

がかかわっているから KDDI側 の関係者 と所属部署を尋ねているわけです。KDDIエ ンジニア リングの担

当者が誰かという質問ではあ りません。

まず、ちゃんと質問の意味を理解 してください。藤田さんが、外国の方で 日本語の読解に問題があるのな

ら、配慮 しますのでお知 らせ ください。

黒薮

:藤田 智晃 <tok―fujtta@k― eng.kddi.co m>

′August 12′ 20205:19 PM
丁o: p

Cc:藤 田 .<to k-f uj ita @ k-eng. kdd i. com >

Subject: Re:

黒薮様

KDDIエンジエアリング(株 )

藤田です。

周辺にお住まいの方への対応として連絡壺せてた だいております。

合せについて回答させて頂きます。城山公園に設置する基地局に関して頂いだ

・KDDIの担当部署についてのお問合 が 、 にお住まいの方への対応は、

KDDiエンジエアリングにて対応させ たヽだいてお

ご理解の程よろしくお願いいた

差出人 : LくXXmWg2400vbb.ne.ip>

送信日時 :丁 11′ 20208:35:12 AM

宛先:藤田 智 k―fuiita(pk_en費 .kddi.com>

CC::み どり 員
Iく

mido哺 koettOcttv.asaka職 ip為
i環

境推進課職員
:<

件名:舅周3

朝霞市みどり公園課、環境推進課



xxmwg2+O@ybb.ne.jp

差出入ョ

送信日時 :

宛先 :

CC:
件名 :

藤田様

「周辺にお住まいの方」

黒薮

xxmw92400ybb.ne.jp

2020年 8月 20日本曜日 13:57
:藤

田 智晃
:

:み
どり公園課職員

:

R圧 :質問 3-9

以外の人々の窓回は、 どちらにな りますか。

藤田智晃 <tok―fujka@k―eng.kddi.com>
'ednesday, August t2,2O2O 5:L9 PM

To: x

Cc:藤 晃 くtok―fujLa@k―eng.kddi.co m>

SubieCt:

黒薮様

間 3

KDDIエンジエアリン

藤田です。

周辺にお住まいの方への対に て連絡させてい てヽおります。

城山公園に設置する基地局に関磁 頂いたお について回答させて頂きます。

・KDDIの担当部署についてのお問合 が、周辺にお住まいの方への対応は、
さいております。KDDlエンジエアリングにて対応させてい

ご理解の程よろしくお願いいたします

差出人 :

送信日時:丁uesday′ Augu勁

“

′20208:35:12 AM
宛先:藤田 智晃 <tok―

CC::み どり公 園 課 職 員斥 midOtt kOgttci世睡 Saka.lg.lp弓
:環

境 員
:く

kankvo suisin@dtv.asaka.崚 .ip>

件名:質 問3

藤田様

CC朝霞市 卜
iり

公園課、環境推進課

城山公園の KDDI基地局問題に関するKDDI本社の担当部署と担当者を教え

い 。

黒薮

ノ



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

CC:
件名 :

黒薮様

KDDIエ ンジエアリング

藤田です。

藤田 智晃 くtok¨ f可忙a@k―eng.kddi.com>

2020年 8月 24日月曜日 13:27

xxmwg240@ybb.ne.jp

藤田 智晃

RE:質問 3-9

(株 )

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頂いたお問合せについて回答させて頂きます。

。本基地局に関するお問い合わせ窓回は、KDDIエ ンジニア

・マスコミ関係者による取材のお問い合わせ窓国は、KDDI

ご理解の程よろしくお願いいた します。

;---Original [\/essage-----

i xxmwg240@ybb.ne.j p <xxmwg240@ybb. ne.jp>

Sent: pday,August 20,20201:57 Ph4

To:藤田 5tok-f u jita@k-eng. kddi.co m>

Ccilみ ど り公 ' <midori koen@city.asaka.lg.jp>

SUbleCti RE: 質問 3

藤田様

「周辺にお住まいの 以外の人々の窓回は、 餞 りますか。

リングとなります。

広報部です。

黒薮


