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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） 

 


