
平成 21年度浦安市安全で安心なまちづくり推進協議会

第 ４ 回 会 議 議 事 録 （ 議 事 要 旨 ）

１．開催日時

平成 22 年３月 10 日(水) 午後３時 28分～５時 16 分

２．開催場所

市民プラザ Wave101 サロン５

３．出 席 者

（委 員）東会長、村瀬副会長、武林委員、山本委員、上野委員、塩谷委員、多田委員

（事務局）三上副参事、竹下課長、槇係長、稲岡副主査

４．会議次第

１．会長あいさつ

２．新防犯担当副参事紹介

３．議題 （１）平成 21年中の犯罪発生状況報告について

（２）平成 21年度の事業報告について

（３）平成 22年度の事業計画と予算案について

（４）その他

５．会議の概要及び経過

１．会長あいさつ

●概 要

正に三寒四温という感じで体調管理が大変。みなさんも体調管理に充分留意いただ

きたい。

近ごろ安全・安心な科学技術について考えるということで、私のチームで取り組ん

でいるところ。アメリカの連邦法である「ミーガン法」、これは犯罪の再犯率が高いこ

とに注目し、それなら犯罪者を何とかすればいいのではないかということで、服役を

終えた出所者の所在情報を公開するといったものである。このアメリカのミーガン法

に似たことが、出所者に IC タグを装着させるなどということで、もう技術的にはでき

ると。そんな話が技術者サイドでは出ていて、無論そんなことは法の問題であるとか、

いろいろなところで難しいと思うが、今後議論になるかもしれないということで、み

なさんにも覚えておいていただきたい。ミーガン法の概要については、ホームページ

などでご参照いただきたい。

２．新防犯担当副参事紹介

●概 要

前任の平野副参事の後を受けて、２月 18 日付けで千葉県警行徳警察署生活安全課長



から浦安市に着任した三上昭一防犯担当副参事の紹介を行った。

３．議題

●概 要

進行の東会長から、作成資料に沿って議題(１)・(２)・(３)の順で説明を行うよう

指示があり、事務局より一括して説明を行った。

（１）平成 21 年中の犯罪発生状況報告について

１月 14 日に千葉県警察本部より発表のあった「平成 21 年中の刑法犯認知件数」に

よれば浦安市内での総数は 2,677 件となり、ピークとなった平成 13年 5,645 件の半数

以下に減少している。平成 16年に市に防犯課が置かれて以降、5年連続の減少。

窃盗犯が刑法犯認知件数全体のおよそ 8 割を占める。空き巣等の侵入盗やひったく

りは減少しているが、自動車盗・オートバイ盗・車上ねらい等が前年に比較して増加

している。また増加が懸念された自転車盗は前年比－２件の 906 件という結果で抑え

ることができ、横ばいの状態となった。加えて窃盗犯に占める自転車盗の割合は 42％

と相変わらず他市町村に比較して高率である。

全国的に見ても犯罪は減少傾向にあるが、浦安市内で 2,677 件という過去最少の数

字になったことは、みなさんの「犯罪をなくそう」という気持ち、これを統一して防

犯に取り組んできた成果のあらわれであると思われる。ひったくりであるとか車上ね

らいなどの犯罪は、警戒活動の強化、つまり住民組織のパトロールなどである程度効

果が出やすいところである。反面、浦安市内では自動車盗であるとかオートバイ盗の

増加が見られる。また侵入盗で言えば侵入盗で言えば空き巣や忍び込みは減っている

けれども、倉庫あらし・事務所あらしが増えているといった傾向がうかがえる。この

ように発生した犯罪を個別に見ていくと、一概に犯罪が減少しているとは言うことが

できない現状と認識している。市民の身近で起こる犯罪は、体感治安の意識にも大き

な影響を及ぼす。例示した増加傾向のものも含めて、引き続き「犯罪を発生させない」

という意識、そして活動としては毎年毎年同じことの繰り返しになるのかもしれない

けれども、これを「継続していく努力」といったものが、今後も重要であると思われ

る。

昨年の特徴としては凶悪犯、強盗事案の発生があった。コンビニ強盗が市川・行徳

から浦安の方にも延びてきて、それが同じ犯人だったということがある。市川・浦安

が警戒を強化したんで、警視庁管内（都内）に行って今井橋（都県境）で警戒中の警

視庁警察官に捕まった。そこで、市川・浦安での犯行を述べた、というわけである。

裏を返せば東京に隣接している浦安・行徳・市川、ここでは都内で発生しているもの

が同じように発生する、あるいは全国的に発生しているものも発生する、そのような

認識、危機管理が必要であると思われる。質屋で発生した強盗、タクシー強盗の発生

事例もあり、これらの犯罪はいつ起こるかわからない、いつでも起こりうるという認

識が必要である。

粗暴犯については減少傾向にあるが、傷害とか暴行といったものが全体の８割を占

め、メインとなっている。この中にはＤＶも含まれており、今後の動向には注意が必

要なところ。このほかには恐喝であるとか脅迫、これらは少年犯罪という見方が大方



を占めているが、このあたりも今年あたり増加しそうな兆しがある。窃盗犯は増加し

ているが、空き巣や忍び込みは減少している。ここを注意してほしいという点として

は「無締り」が多い点である。自分の身は自分で守るという観点からも、戸締りには

気をつけてほしい。

乗り物盗については先ほど話したとおりであるが、刑法犯認知件数を減らすのには

やはり自転車盗、これが突出して多いのでこれを抑えることである。今年も管理者の

対策、放置自転車や駐輪のモラルなどを捉えて、キャンペーン等を引き続き実施して

いく必要が認められる。

非侵入等、ひったくりであるとか部品ねらい・車上ねらいといった犯罪は増加傾向

にある。集合住宅の駐車場、レストランの駐車場での被害があるので警戒が必要。今

後は月極め駐車場のオーナーさんにも、防犯対策を講じることを働きかけていかなけ

ればならないのであろうな、というところ。

知能犯、これは横領であるとか詐欺等を指すものである。減少傾向にあり、件数も

抑止されてきている。振り込め詐欺、これが平成２１年に市内で４件発生した。被害

者も「こういう電話がかかってきたらすぐにお金を振り込まないで、誰かに相談しな

さいよ、警察に連絡しなさいよ」ということはすべてわかっている人たちである。そ

れなのにあわててしまい、結局被害に遭っている。被害総額は１，３００万円あまり。

これらも引き続き抑止していきたい。

その他の刑法犯というのは、占有離脱物横領であるとか、器物損壊であるとか、日

常身近で発生する犯罪である。この種の事件もやはり少年犯罪に関わってくるところ

が大きいので、少年に対するこまめな声かけ等を中心に「見ているんだよ」という対

応、地域の環境づくりのために、地域の方々への呼びかけをしていきたい。少年への

声かけは、その後の犯罪の抑止につながるということで、大変重要視しているところ

である。

（２）平成 21 年度の事業報告について

概要ということで、重点事業にしぼって説明を行った。

・市内見守り隊活動支援事業

浦安市内ではさまざまな団体が自主防犯事業を行っている。これを一つの中学校

区で見て、その中でそれぞれの団体が地域（中学校区）内の情報交換や共有を行っ

たり、実質的に手を組んで地域内のパトロールを効率的に行ったりすることができ

ないかということをねらいとして、平成 20年度からスタートした事業である。

この中で 20 年度に組織されたのが日の出地区児童見守り隊である。21 年度に入っ

て活動支援物資を贈呈したのが、夏の防犯キャンペーンならびに市内一斉パトロー

ルを実施した 7月 15 日。このときの贈呈式では、パトロールの際に目立つこと、見

せる防犯のための物資として、ベスト・帽子・のぼりを提供した。また贈呈式の中

で日の出地区児童見守り隊から、市長に決意表明をいただいている。

この後しばらく期間をおいて、２月８日に入船地区防犯活動団体情報交換会を実

施、入船地区全域をカバーするパトロールを各自治会がリレーしながら行う「入船

地区合同パトロール駅伝」が３月 27 日夜間に開催予定ということで話を進めている。



これに合わせ、入船地区用ののぼりやたすきを用意して連帯感を高めたいと準備し

ている。この動きが、今後の入船地区見守り隊の布石になるとよいな… というと

ころ。また２月 24 日には学校支援コーディネート制度を基盤にした堀江中学校区学

校支援協議会で、各団体に防犯の分野での協力呼びかけを行った。今後も会議開催

の際には積極的に参加して働きかけていきたいと考えている。双方とも今後の動向

を見守っていきたい。

このほかに浦安中学校区には青色防犯灯を装備した自転車を２台提供。また北栄

地区では、この４月から市の防犯パトカーを使用して３自治会交替で地区合同パト

ロールを行いたいという話があり、要請のあった「防犯パトロール実施中／北栄地

区防犯協議会」という車両表示用マグネットと、学生防犯委員会Ｖ５の協力により

広報用のアナウンスＣＤを提供する予定。

・公共空間犯罪対策費事業

これは防犯カメラに関する経費になる。これは市の実施計画の中で平成 20年度は

東西線浦安駅、21年度は京葉線新浦安駅、22 年度は舞浜駅の周辺に、各５台ずつ整

備しようということで進めてきたものになる。今年度においては新浦安駅周辺に５

台ということで準備していたが、他部署の所管となる国の補助金事業「地域情報通

信技術利活用推進交付金事業」の適用を受けられることになり、平常時は防犯カメ

ラ、災害発生時には防災カメラとして活用できるものが９台設置されることとなっ

た。防犯課で整備している新浦安駅周辺の５台とあわせると、21 年度中に 14 台のカ

メラ設置が完了する。

前述のとおり 20 年度に浦安駅周辺５台、また平成 19 年度に千葉県警が浦安駅周

辺に設置した緊急通報装置５基にあわせて、市防犯カメラ５台も設置しておること

から、これまでに 10 台、21 年度 14台ということで、24 台の防犯カメラが整備され

ることとなる。各防犯カメラ設置場所については資料のとおり。浦安警察署のアド

バイスを受けながら設置したものになる。

・自転車盗難防止啓発事業

こちらは年度当初には計画にあがっていなかったものになる。21 年３月、国が都

道府県に交付した緊急雇用創出事業臨時特例交付金に基づく失業者の雇用を目的と

した補助事業について、県より各市町村へ募集があり、防犯課より単年度事業とし

て事業費 700 万円の「自転車盗難防止啓発事業」を申請し、補助金交付の内示を受

けたもの。実施期間は９月 15日から 12月 28 日、平日の午後３時～８時の間、市内

３駅に 15人の「自転車盗難防止啓発指導員」を配置して実施した。この啓発指導員

にはシルバー人材センターの人材があたっている。「自転車には二重ロックをしまし

ょう」という呼びかけを行ってもらった。

実はこの事業がスタートした９月時点では、自転車盗が前年比で＋60 件以上とい

う状況であったが、最終的には前年比－２件の 906 件に収まった、という数字も出

ている。



・深夜防犯パトロール事業

こちらも、当初は計画に入っておらず、緊急雇用創出事業臨時特例交付金に基づ

く失業者の雇用を目的とした補助事業について、県より各市町村へ 21 年６月に追加

募集があり、ちょうどこのころ市内で連続発生したタクシー強盗やコンビニ強盗な

ど深夜の犯罪抑止策として「深夜防犯パトロール事業」を申請、補助金交付の内示

を受けたものである。

この事業は 12月 1日から補助金交付期限いっぱいの平成 24 年 3月 31 日まで実施

予定で 22 年度・23 年度も継続して行っていく予定。21 年度は期間が短いため事業

予算は 300 万少々であるが、22 年度・23年度を合わせると 2,200 万円程度の事業と

なる予定。夜中の１時から朝８時まで、青色回転灯を装備した車両で、毎日市内を

巡回している。

（３）平成 22 年度の事業計画と予算案について

基本的には 21 年度事業と同様になる。ただし、自転車盗難防止啓発事業については

21 年度のみの実施としているため行わない。22年度には、高洲公民館複合施設内に移

動防犯事業の拠点施設として「仮称高洲移動防犯ステーション」を開設する。現在、

防犯課に防犯指導員として警察官ＯＢを配置し、啓発やパトロールをはじめとする防

犯活動ならびに指導を行っているが、開設後はこのステーションに常駐することとな

り、ここを拠点として全市域を対象に移動防犯事業を展開してもらうことになる。

開設は公民館のオープンとあわせるので、６月～７月の予定。詳しくは資料 17・18

ページを参照いただきたい。また議会の承認を得ていないため、予算については詳細

を申しあげてもどうかという部分もあるが、防犯に関する経費として、平成 22年度に

は 7,532 万円を計上している。この中で移動防犯ステーション開設にかかる経費を含

んだ移動防犯活動経費は 1,820 万円の計上となっている。

【事務局より説明を行った後、委員からは次のように質問及び意見が出された。】

（質問）

自転車盗難防止啓発事業。私の見通しだと自転車盗は 21 年末までに前年比＋100 台

にもなってしまうような勢いであったし、９月には＋60 件であったという報告もあっ

たが、３ヵ月の実施で－２件ということで収まっている。700 万円のお金がかかった事

業ではあるが、お金をかければこれだけ少なくなるということでもある。ぜひこの事

業を続けてほしいと感じるが、どうして 22年度はやらないのか。また、実施していな

い現在の状況はどうなのか。

（回答）

まず昨年の数字になるが、自転車盗は６月 15日には前年比－８件であった。ところ

が８月 20日になると＋66 件。ここが前年比最高値を記録している。で、９月から自転

車盗難防止啓発事業を開始し、12 月１日には＋20 件まで下がり、12 月末で－２件に、

という推移である。浦安についてはギリギリのところでマイナスとすることができた

が、近隣では千葉市が＋983 件、人口規模・面積ともに比較しやすい習志野市では＋164

件と軒並み増加している。浦安市もこの指導員を配置しなければ、自転車盗が 100 件・

150 件という増加が見られたであろう可能性は充分にある。このような背景から、自転



車盗難防止啓発指導員を配置していけば、かなり自転車盗に対する抑止効果はあると

いうことがわかった。この自転車盗難防止啓発事業の実施について議会に上程する際、

考えたのは、こういうことはダラダラやっても仕方がないということであった。ある

期間を定めて、しっかりと成果を見極める。見極めた結果、有効な成果を挙げられる

と判断できた場合には、予算と施策を講じていこうということである。今回、22 年度

予算編成の時期には、まだ今回の自転車盗難防止啓発事業の成果は見えていなかった

ため予算も計上していないが、22 年の状況を見ながら、あるいはまた今後実施すべき

時期があれば、またぜひ実施してみたい施策であると考えている。

また現状について、３月３日時点の数字になるが、自転車盗は前年（平成 21年）比

－13 件となっている。そのまま減少傾向で推移しているということが現状では言える

状況と考えている。

（意見）

自転車盗の発生件数を抑えることができて、大変よかったと思う。自転車盗難防止

啓発事業ということで、お金を使って実施したわけだが。自分の居住する地区でも放

置自転車、あるいは自転車盗難が多いということでキャンペーンを実施した。自転車

は１台２台放置があると、どんどん増えてしまう。ところがキャンペーンを実施して

「ここは自転車を放置してはいけません」とか「二重ロックをしましょう」といった

タグを貼ると、それ以上増えなくなる。見回りが来ているんだなということで、見ら

れているのがイヤなのだろう。このようなスポット的な対応も、状況を見ながらぜひ

実施してもらいたい。こちらはお金はそんなにかからないので。

（意見）

自転車盗難が一番多いということで、例えば新入学の時期が多いとか、夏が多いと

か、いろいろあるのではないかと思うが、パトロールしていて気づくのが単身者向け

の集合住宅で駐輪場の設置がないところ、ここではやはり道路に自転車を置かざるを

得なくなって、ここにどんどん放置が増えて山積みになってしまう。そんな状況があ

ると思う。こういうときには住民ももちろんそうなのだが、管理会社に注意喚起を促

して、アパート新築の際にはそういう空間を作るように働きかけてもらえるとよい。

やはり放置自転車のあるところは、子どもがそこをよけて通らなければならず、交通

事故の多発につながるという形で、何らかの悪い方向に連鎖していくので自転車盗難

も侮れないなぁと感じる。事業所、管理会社等に働きかけをしていけるとよいと思う。

（質問）

駅に近いところの集合住宅では、勝手に止める、いつも違う自転車が停まっている

といった光景も頻繁に見られる。こういうところで自転車盗が多発するのだろうと思

う。きちんとしたスペースがあればよいが、そうでなければどんどん乱雑になってい

く。実態として、自動車の駐車場はそのスペースがないとなかなか不便なので設置す

るであろうが、自転車の駐輪所の設置義務というのはないのか。

（回答）

市では住宅開発の協議の中で「駐輪場の台数を確保しなさい」ということで、指導

と検査を行っている。しかしこういった案件を盛り込んだ宅地開発条例が施行前の物

件については、それが徹底していなかったという現状がある。古い物件などでは、そ

ういったものが整備されていないものもあるということである。現在ではゴミの集積



所や雨水・汚水の配管から、駐車・駐輪スペース等かなり厳格な検査が行われており、

防犯課の所管で言えば、こちらは努力義務ではあるが「防犯性の高いカギ」の設置な

どを事業者に求めている。

（意見）

東西線の浦安駅付近の商業ビルなど、とっくに店舗の営業は終わっているのに、自

転車が夜いつまでも停められていたり、ゴミの吹き溜まりとなってしまっていて汚い。

事業者に協力を求めても、昨今の不景気で働いている人も少なく、またパートの人ば

かりで協力を得にくい。店長などに話をしても、聞いているのかいないのかという感

じで、徒労感を味わうことも多い。事業所・あるいは事業者が周囲の環境について見

渡して、美化に努めるような世情ではないように感じる。

この前タグが貼ってある自転車を見たので、そのお店の人に「このままじゃ持って

いかれちゃうよ」と話したら、置いた人が急いでその時だけしまったりして…。タグ

を貼るというのは、確かに効果があるのかもしれない。

（質問）

啓発事業ということで。去年も車上あらしが多く、自動車盗も多発している。我々

もパトロールする際よく感じるのだが、駐車場が真っ暗。自分の家は電気がついてい

ても、駐車場は照明のないところが多い。一つでもライトがついていれば、車上ねら

いも減るのではないかと思う。行政としては、駐車場を持っている不動産業者等に何

か照明をつけるとか、防犯対策を講じるように呼びかける用意はないか。

（回答）

現状では、そのような位置づけのものはない。住宅に関しては先ほど述べたように

いろいろと義務を課しているものがあるが、駐車場やその他に関しては現状ではとく

に照明等の設置義務はない。

（意見）

例えば 10 台以上収容できる駐車場には、必ず照明をつけるとか、そういうものを市

条例で義務化するなど、できたらよい。

お金をそんなにかけなくてもセンサーライトを設置するだけでもずいぶんと違うと

思う。駐車場というのは本当に真っ暗の所が多い。ぜひ周辺の防犯のためにも駐車場

を管理する業者などに協力を求めたい。駐車場に照明が付けられたら、周辺の環境も

だいぶ改善されると感じる。

（質問）

高洲の移動交番について。警察ＯＢが常駐ということであるが、これを思い切って

市民交番のようにできないか。我々が視察を行った愛知県春日井市のように、市民が

そこに集ってパトロールを行う拠点にできないかということ。

今まで出たのは、事業でお金がかけて実施すれば効果が出るというものであるが、

私は自治会出身であるので市民力を高めて… というのが願いであり、ちょっと残念

に思う。やはり市民が活躍できる場というものを作ってほしいな、という部分がある

ので、日の出や北栄地区で市民が関わる動きが出てきたというところなので、高洲の

方でも市民が活動する拠点にもしてほしいし、視野に入れていただきたいのだが。

（回答）

先ほど北栄地区であるとか日の出地区児童見守り隊のお話が出ていたが、これから



も各地区でパトロール隊編成の話というのはあると思われる。高洲地区でパトロール

隊を編成する際には（仮称）高洲移動防犯ステーションを拠点としていただいて、情

報交換であるとか共有の場にしていただくとか、パトロールの基点・終点にという使

い方はこれからいくらでも膨らませることができると思う。ただ、他の市とちょっと

違うのは、高洲地区があまり犯罪の発生していない地区であるということである。他

の市で、市民交番を作ろうという際には、例えばオール浦安のパトロール隊のパトロ

ール基点として… という形が多かったが、浦安の場合には少々使い方が違うという

ことになる。とりあえず、平成 22 年度は移動防犯事業の拠点としてスタートするが、

市民ニーズであるとか、地域の防犯活動の盛り上がりであるとか、そういうものを勘

案しながら伸ばしていきたいと考えている。

（質問）

高洲地区公民館複合施設というのは、管理はどうなるのか。公民館の運営は直営で

あるか、移動防犯ステーションは市の直営の形をとれるのか。

（回答）

公民館が全体管理を行うが、移動防犯ステーションの部分については、将来の交番

誘致にむけ、独立した形で運用できるようになっている。他の施設は通用口等も公民

館と同一であるが、移動防犯ステーションについては出入口も更衣室・トイレ等の施

設も独立してつけられており、建物内で行き来することもできない形になっている。

また公民館の運営は市の直営であり、移動防犯ステーションも直営で運営する。

（意見）

空き交番対策をしてほしい。現状でも相談員の配置など努力は見えるのだが、まだ

足りないように感じる。市民や行政が一緒になって入ることができるとよい。無論、

大変に難しい問題であるとは承知しているが、なにか考えてほしいなと思う。

（意見）

交番に誰もいないということで関連するかと思うのだが、21 年は刑法犯認知件数が

ここ数年で最小ということで。警察の方々が大変きめ細かく地域を回っているなと感

じている。細い路地などでも警察車両の赤色灯をよく見かけている。人口は年々増加

しているのに、犯罪件数は減っている… このことに対する評価は大変高いのではな

いかと思う。一方で自転車盗が 900 件ということで多いといわれているが、全体で減

少しているというのは大変素晴らしいことであると思う。

よく地域を回っているということは、何かを犯罪を犯そうとしている人間に対して、

ものすごく抑止効果になっていると思う。

ただ、交番に行ったときに誰もいないということで、住民とのコミュニケーション

についてはまた課題なのかなと。ただ、警察官の方々の苦労もわかってあげたいと思

う。

（意見）

二つの意見の発想の源は一緒。警察が頼りになるから、空き交番も何とかしてほし

いし、いや実際にがんばっているじゃないかという二つの意見。警察への期待が大き

いということである。

（意見）

市内見守り隊活動支援事業の話の中にあった「中学校区」という言葉、これがキー



ワードであるな、と感じた。子育てをしているとＰＴＡ活動で地域防犯に関わったり

することができるのだが、子どもが卒業したらおしまいになってしまうのかなという

感じであった。でも中学校区には民生委員さんや青少年補導員さんがいて、自治会の

方もいて、いろいろな年代の人がいて、いろいろな目があることが、私としては大変

いいことであると思う。

舞浜ローズタウンで「一門一灯運動」がスタートして、舞浜小学校の周りの住宅街

が明るくなった、塾帰りの子どもたちも怖い思いをすることが減ったということがあ

った。やはり周囲の見守りが大切であると思うので、今後もぜひ継続していっていた

だきたい。

（４）その他

なにか発言があればということで、司会の東会長より各委員に声がかけられたが、

特になし。

（東会長まとめ）

やはり自転車。数字的に浦安市内での刑法犯認知件数の三分の一を自転車盗が占め

ている。もちろん占有離脱物横領もあるのだが、自転車に関して昨年の緊急雇用の啓

発事業が効果ありということがわかっているので、22 年度以降も適宜対策を考えてい

ただきたいということになる。

もう一つは市民が自発的に防犯に取り組める工夫づくり、これはもちろん仮称高洲

移動防犯ステーションだけでなく、他の地区にも公民館があるわけで、既存の施設、

また既存の事業であっても市民が主役になって活動できるしくみづくり。これを、自

治体にも考えていってもらいたい。

今日はこの２つがみなさんの意見のまとめになると思われる。

（事務局より）

次回は平成 22 年度にはいって、５月末から６月にかけての開催を考えている。みな

さんのご出席をよろしくお願いしたい。



附属機関等の概要

（平成 21年 10 月１日現在）

附属機関等の名称 浦安市安全で安心なまちづくり推進協議会

設置根拠 浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

設置の趣旨、必要性等
浦安市の防犯に関する施策を策定にあたり、必要事項を検討す

る。

設置年月日 平成 17 年 10 月１日

所 管 事 項 犯罪被害を防止するための対策等

公開、非公開の別 原則公開・原則非公開・非公開

非公開とする理由

非公開の根拠
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宇 田 川 憲 次 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 男 委 員

塩 谷 祐 司 浦安市青少年健全育成連絡会 男 委 員

秋 山 浩 邦 千葉県自転車軽自動車商協同組合 男 委 員

多 田 誠 司 株式会社オリエンタルランド 男 委 員


