
xxmw亜≧400重≧b・ ne三理

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

みどり公園言果職員 <mido百 _koen@city.asaka.lg.jp>

2020年 12月 14日月曜日15:46

xxmwg240@ybbine`jp

お問合せメールの回答について

フラグの内容:         フラグを設定します

フラグ:              フラグあり

黒薮 哲哉 様

令和 2年 12月 7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。

この基地局設置事業のKDDI側 の担当部署 と責任者を教えてくださいc

【回答】
事業者へ確認をお願いします。

この基地局設置事業に関して関係者が朝霞市の市庁舎以外の場所で面談した
ことはあるのか ?

【回答】

工事施工中に城山公園で現場確認のための立会いは行っています。

令不日2年 12月 14日

問合せ  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 )

E‐mail midori_koen@city.asaka.lgojp



差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

フラグの内容:

フラグ:

黒薮様

藤田智晃 <tok―fujita@k― eng.kddi.com>

2020年 12月 14日月曜日16:34

xxmwg240@ybbine.jp

RE:質問 2

フラグを言曼定します

フラグあり

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 として連絡させていただいてお ります。

城山公園の基地局に関 して頂いたお問合せについて回答 させて頂きます。

周辺にお住 まいの方への対応は、KDDIエ ンジニア リングにて対応させ

ていただいてお ります。

基地局設置場所での面談も実施 してお ります。

ご理解の程 よろしくお願いいた します。

――――Original Message― ―――_

From:xxmwg240@ybb.ne,jp<xxmwg240@ybb.ne.jp>

Sent:Monday,December 7,20209:01 AM

To:藤田 智晃 <tok―fujita@k― eng.kddi.cO m>;iみ どり公園課職員'<midori

SubieCt: 質問 2

藤田様 (KDDI)

大塚様 (朝 霞市)

_koen @city.as aka.l g.j p>

朝霞市岡 3丁 目の黒薮哲哉です。引き続き質問項目を提示 します。



【3】 この基地局設置事業のKDDI側の担当部署と責任者を教えてください。

【4】 この基地局設置事業に関して関係者が朝霞市の市庁舎以外の場所で面談したことはあるのか。

黒薮



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

み どり公園課 :大塚様

KDDに 藤 田様

xxmwg240@ybb4ne.jp

2020年 12月 14日月曜日 17:07
:藤

田 智晃
:;:み

どり公園課職員
:

質問 フ～8

朝霞市岡の黒薮哲哉です。

引き続き質問をさせていただきます。

【7】 城山公園への基地局設置を打診したのは、KDDIな のか、それとも朝霞市なのか ?

【8】 住民説明会を開催した日時はいつか。また、対象者はだれか ?

【9】 住民説明会を開いた場所はどこか ?

【10】 基地局設置をめぐって黒薮とKDDIが話しあっている途中で、朝霞市が KDDlに 工事再開を許可した理

由はなにか。工事を再開する前に、KDDIか ら朝霞市へ連絡があったと聞きている。

黒薮



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛お:

件名 :

みどり公園課 :大塚様

KDDI:藤田様

xxmwg240@ybb.ne.jp

2021年 1月 4日月曜日 12:26
:み

どり公園課職員';:藤田 智晃
:

質問 11′ 12、 13

朝霞市岡の黒薮哲哉です。

引き続き質問させていただきます。質問番号は、 11、 12、 13で す。

【11】 マイクロ波の被熱作用について、朝霞市は KDDIか らどのような説明を受けたのか ?

【12】 城山公園にあるダイチャリのスタンドの賃借料はいくらか ?

【13】 基地局を電柱と考える根拠はないか ?

説明義務を果たすように繰り返しお願いします。

黒薮



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

みどり公園課職員 <midori_koen@city.asaka.lg,jp>

2021年 1月 5日火曜日 17:11

xxmwg240@ybbine`jp

お問合せメールの回答について

黒薮 哲哉 様

令和 2年 12月 10日 及び令和 2年 12月 14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。

【5】 朝霞市が所有する公園に設置されているKDDI基 地局の数と場所を
公開してください。

【回答】
市内の公園に設置されているKDDI基 地局の数は2基で、詳細な場所については、朝霞市情

報公開条例の非公開情報に該当するため、公開できません。

【6】 城山公園内に設置されたKDDI基 地局を4Gから5Gへ切り替える

際、近隣住民にその旨を通知する予定はあるのか。

【回答】
事業者に確認をお願いします。

【7】 城山公園への基地局設置を打診したのは、KDDIな のか、それとも

朝霞市なのか ?

【回答】
基地局の設置については、市から事業者へ打診はしておりません。

【8】 住民説明会を開催した日時はいつか。また、対象者はだれか?

【9】 住民説明会を開いた場所はどこか?

【回答】

住民説明については、令和元年 7月 6日 から令和元年 8月 6日 までの間で実施されたようで
す。個別具体的な内容につきましては、事業者に確認をお願いします。

【10】 基地局設置をめぐって黒薮とKDDIが 話しあっている途中で、朝
霞市がKDDIに 工事再開を許可した理由はなにか ?工事を再開する前に、
KDDIか ら朝霞市へ連絡があったと問いている。

【回答】

基地局設置の工事については、事業者の考える作業工程で進められているものであり、市から
工事中止や再開についての指示は行ってお りません。

令和 3年 1月 5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
TE10 4 8-463-0374(直 通 )



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

黒薮様

藤田智晃 <tok―fujita@k― eng.kddi,com>

2021年 1月 6日水曜日9:25

xxmwg240@ybb,ne.jp

RE:質問 5. 6

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 として連絡させていただいてお ります。

城山公園の基地局に関 して頂いたお問合せについて回答 させて頂きます。

基地局の数、場所等、社外に公開 していない情報についての回答は控えさ

せていただいてお ります。

5Gについては、先に回答 させていただいた通 り、現時点での設置計画

は未定です。

ご理解の程よろ しくお願いいた します。

一――――Original Message― ――

From:xxmwg240@ybb.ne.jp<xxmwg240@ybb.ne.ip>

Sent:丁hursday,December 10,202011:04 AM

To:!み どり公園課職員'<midori koen@city.asaka.lg.jp>;藤 田 智晃 <tok― fujita@k― eng.kddi.cO m>

SubleCt:質 問 5。 6

朝霞市 :大塚様

KDDI:藤 田様

黒薮哲哉です。

引き続き次の問い合わせを します。



【5】 朝霞市が所有する公園に設置されているKDDI基地局の数と場所を公開してください。

【6】 城山公園内に設置された KDDI基地局を4Gか ら5Gへ切り替える際、近隣住民にその旨を通知す

る予定はあるのか。

黒薮



xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人:           xxmw9240@ybbineijp
送信日時:          2021年 1月 7日本曜日 8:51

宛先:           :藤 田 智晃
1

CC:           :み どり公園課職員
:

件名:                 RE:質問5.6

藤田様

朝霞市の黒薮です。

昨日、貴殿が送付 されました下記「 6」 の質問ですが、正確に質問を理解 した上でご回答 ください。わ

た しの質問は、 5Gへ切 り替える計画があるかどうかではな く、もし、切 り替えるとすれば、その際は住

民にその旨を告知するのか、それとも告知な しにビジネスを進めるのかという質問です。「イエス」か

「ノー」かでお答えください。 この程度の質問が理解できないようであれば、話 し合いは難 しいのではな

いで しょうか。

【6】 城山公園内に設置された KDDI基地局を4Gか ら5Gへ切 り替える際、近隣住民にその旨を通知す

る予定はあるのか。

黒薮

――――Original Message― ―――

From:藤田 智晃 <tok― fujita@k― eng.kddi.cO m>

Sent:Wednesday,」 anuary 6,20219:25 AR/1

丁o:xxmwg240@ybb.ne.jp

Subjecti RE:質問 5。  6

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 として連絡させていただいてお ります。

城山公園の基地局に関 して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。

基地局の数、場所等、社外に公開 していない情報についての回答は控えさ

せていただいてお ります。

5Gについては、先に回答 させていただいた通 り、現時点での設置計画

は未定です。

ご理解の程よろしくお願いいた します。


