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埼玉県が公安調査庁長官に対して請求したオウム真理教団
(アレフ及びひかりの輪)に関する調査結果の提供について 

 

 埼玉県は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第３２条の規定

に基づき公安調査庁長官あてに請求していた、オウム真理教団（アレフ（主流派）

及びひかりの輪（上祐派））に関する調査結果提供書を受理しましたのでお知らせ

します。 

  令和２年２月から１１月に同教団から提出された報告書及び同年８月から１２月

に公安調査庁が実施した教団施設への立入検査の結果となります。 

  

１ 受理年月日 

    令和３年２月１８日（木曜日） 

 

２ 発信者 

    公安調査庁長官 和田 雅樹 

 

３ 宛名 

    埼玉県知事 大野 元裕 

 

４ 回答の内容 

（１）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第３項の規定

による報告結果（別紙１から別紙４のとおり） 

（２）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第７条第２項の規定

による立入検査の結果（別紙５から別紙７のとおり） 

 

※公安調査庁が公表した本県に関するオウム真理教に関する情報は、県のホームページで随時 

 お知らせしています。 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0106/oumu/oumu.html

 令和３年２月２６日 

企画財政部 地域政策課 
総務・自治連携担当 
直通 048-830-2761 

代表 048-824-2111 内線 2761 
E-mail: a2760@pref.saitama.lg.jp 
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別紙１ 

 団体は、令和２年２月、主流派（「山田らの集団」を含む）と上祐派がそれぞれ 

「第８１回報告書」を提出したところ。その内容（概要）は以下のとおり。 

 

第１ 役職員及び構成員数 

１ 主な役職員                              

（１）主流派（「Aleph」）の共同幹事        田中和利・堀正  【同左】 

（２）上祐派の代表役員                 上祐史浩   【同左】 

２ 構成員数（埼玉県内に居住している者） 

（１）出家信徒                      ４２名  【同左】 

主流派                       ４２名  【同左】 

上祐派                        ０名  【同左】 

（２）在家信徒                      １５名  【同左】 

主流派                       １２名  【同左】 

上祐派                        ３名  【同左】 

第２ 施設及び用途（埼玉県内に有するもの） 

１ 団体の活動の用に供されている土地 

主流派              「八潮大瀬施設」   １筆  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

２ 団体の活動の用に供されている建物 

主流派     「八潮大瀬施設」及び「北越谷施設」   ２棟  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

３ 会員を対象として営む事業体の事業所等 

   主流派             「八潮伊勢野施設」   １棟  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

４ 会員（出家会員）の住居等の建物 

   主流派                        ２か所  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

第３ 収益事業（埼玉県内に事業所を有する事業） 

主流派                         １事業 【３事業】 

上祐派                          なし  【同左】 

 

※【 】書きは参考情報（前回「第８０回報告書」（令和２年１１月）の内容） 
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別紙２ 

 団体は、令和２年５月、主流派（「山田らの集団」を含む）と上祐派がそれぞれ 

「第８２回報告書」を提出したところ。その内容（概要）は以下のとおり。 

 

第１ 役職員及び構成員数 

１ 主な役職員                              

（１）主流派（「Aleph」）の共同幹事        田中和利・堀正  【同左】 

（２）上祐派の代表役員                 上祐史浩   【同左】 

２ 構成員数（埼玉県内に居住している者） 

（１）出家信徒                      ４２名  【同左】 

主流派                       ４２名  【同左】 

上祐派                        ０名  【同左】 

（２）在家信徒                      １５名  【同左】 

主流派                       １２名  【同左】 

上祐派                        ３名  【同左】 

第２ 施設及び用途（埼玉県内に有するもの） 

１ 団体の活動の用に供されている土地 

主流派              「八潮大瀬施設」   １筆  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

２ 団体の活動の用に供されている建物 

主流派     「八潮大瀬施設」及び「北越谷施設」   ２棟  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

３ 会員を対象として営む事業体の事業所等 

   主流派             「八潮伊勢野施設」   １棟  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

４ 会員（出家会員）の住居等の建物 

   主流派                        ２か所  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

第３ 収益事業（埼玉県内に事業所を有する事業） 

主流派                         １事業  【同左】 

上祐派                          なし  【同左】 

 

※【 】書きは参考情報（前回「第８１回報告書」（令和２年２月）の内容） 
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別紙３ 

 団体は、令和２年８月、主流派（「山田らの集団」を含む）と上祐派がそれぞれ 

「第８３回報告書」を提出したところ。その内容（概要）は以下のとおり。 

 

第１ 役職員及び構成員数 

１ 主な役職員                              

（１）主流派（「Aleph」）の共同幹事   田中和利・田中重光【田中和利・堀正】 

（２）上祐派の代表役員                 上祐史浩   【同左】 

２ 構成員数（埼玉県内に居住している者） 

（１）出家信徒                      ４２名  【同左】 

主流派                       ４２名  【同左】 

上祐派                        ０名  【同左】 

（２）在家信徒                      １４名 【１５名】 

主流派                       １１名 【１２名】 

上祐派                        ３名  【同左】 

第２ 施設及び用途（埼玉県内に有するもの） 

１ 団体の活動の用に供されている土地 

主流派              「八潮大瀬施設」   １筆  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

２ 団体の活動の用に供されている建物 

主流派     「八潮大瀬施設」及び「北越谷施設」   ２棟  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

３ 会員を対象として営む事業体の事業所等 

   主流派             「八潮伊勢野施設」   １棟  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

４ 会員（出家会員）の住居等の建物 

   主流派                        ２か所  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

第３ 収益事業（埼玉県内に事業所を有する事業） 

主流派                         １事業  【同左】 

上祐派                          なし  【同左】 

 

※【 】書きは参考情報（前回「第８２回報告書」（令和２年５月）の内容） 
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別紙４ 

 団体は、令和２年１１月、主流派（「山田らの集団」を含む）と上祐派がそれぞれ 

「第８４回報告書」を提出したところ。その内容（概要）は以下のとおり。 

 

第１ 役職員及び構成員数 

１ 主な役職員                              

（１）主流派（「Aleph」）の共同幹事      田中和利・田中重光  【同左】 

（２）上祐派の代表役員                 上祐史浩   【同左】 

２ 構成員数（埼玉県内に居住している者） 

（１）出家信徒                      ４２名  【同左】 

主流派                       ４２名  【同左】 

上祐派                        ０名  【同左】 

（２）在家信徒                      １５名 【１４名】 

主流派                       １２名 【１１名】 

上祐派                        ３名  【同左】 

第２ 施設及び用途（埼玉県内に有するもの） 

１ 団体の活動の用に供されている土地 

主流派              「八潮大瀬施設」   １筆  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

２ 団体の活動の用に供されている建物 

主流派     「八潮大瀬施設」及び「北越谷施設」   ２棟  【同左】 

上祐派                         なし  【同左】 

３ 会員を対象として営む事業体の事業所等 

   主流派             「八潮伊勢野施設」   １棟  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

４ 会員（出家会員）の住居等の建物 

   主流派                        ２か所  【同左】 

   上祐派                         なし  【同左】 

第３ 収益事業（埼玉県内に事業所を有する事業） 

主流派                         １事業  【同左】 

上祐派                          なし  【同左】 

 

※【 】書きは参考情報（前回「第８３回報告書」（令和２年８月）の内容） 
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別紙５ 

１ 団体（名称等） 

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実

現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団

体 

 

２ 場所・日時 

 北越谷施設（埼玉県越谷市北越谷所在） 

 令和２年８月２５日午前９時５３分から午後７時５８分までの間 

 

３ 立入検査の結果 

 施設内の物件について検査を実施し、麻原の写真や麻原の説法を収録した教材などが

多数保管されていることを確認した。 
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別紙６ 

１ 団体（名称等） 

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実

現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団

体 

 

２ 場所・日時 

 八潮大瀬施設（埼玉県八潮市大字大瀬所在） 

 令和２年９月１０日午前１０時１１分から午後３時４４分までの間 

 

３ 立入検査の結果 

 施設内の物件について検査を実施し、麻原の写真や麻原の説法を収録した教材などが

多数保管されていることを確認した。 
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別紙７ 

１ 団体（名称等） 

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実

現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団

体 

 

２ 場所・日時 

 八潮伊勢野施設（埼玉県八潮市大瀬） 

 令和２年１２月２日午前１０時２分から午後１時５８分までの間 

 

３ 立入検査の結果 

 施設内の物件について検査を実施し、麻原の写真や麻原の説法を収録した教材などが

多数保管されていることを確認した。 

 


