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本調査記録は、日本学術振興会科学研究費助成による調査研究「滞日ムスリムの生活世

界における多文化政策の影響と評価」(基盤(C),課題番号 21530567)の成果の一部として刊

行するものであり、2005年 8 月から 2009年 3 月にかけて実施したモスク調査記録である。

調査自体は、2005～2006 年度の日本学術振興会科学研究費助成による調査研究「関東大都

市圏における在日ムスリムの社会的ネットワークと適応に関する調査研究」(基盤(C),課題

番号 17530394)から開始し、2007～2008 年度の日本学術振興会科学研究費助成による調査

研究「在日ムスリムの社会経済的活動と宗教的ネットワークに関する調査研究」(基盤(C),
課題番号 19530476)において継続したものであり、「日本のモスク調査」の第 2 弾として今

回刊行することとした。 
 
現在進行中の調査研究では、滞日イスラーム教徒（ムスリム）を対象とする調査研究に

加えて、日本人や日本の地域社会に関するフィールドワークを予定している。このモスク

調査記録は、現在も継続している滞日ムスリムに関する調査全般や、人間文化研究機構「イ

スラーム地域研究」における「アジア・ムスリム・ネットワーク」に関する調査研究の基

礎的な参考資料としてまとめたものである。今回の調査にあたっては、滞日ムスリムの方々、

各地域のモスク管理者の方々など多くの人たちから多大なご協力をいただいた。改めてご

協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げる次第である。 
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モスク設立および活動の状況 

岡井宏文 
 

はじめに 
 本章は、滞日ムスリムによるモスク設立活動について、早稲田大学人間科学学術院が実

施した、「全国モスク調査」の調査結果に基づき、その動向を発信するものである。 
 現在日本には、およそ 58 か所においてモスクが設立されている。それに我々の実査によ

る確認が取れていないものも含めると、およそ 60 か所にモスクが設立されていることにな

る。ここでは、簡単に現在のトレンドを紹介するとともに、「全国モスク調査」の聞き取り

データを紹介する。 
 
モスク設立動向 
日本におけるモスク設立は、基本的に各地域に居住するムスリムが中心となって必要資

源を確保し、設立にこぎつけることで達成されてきた（岡井 2007）。海外などからの寄付も

あるが、地域のモスクは、先ず自分たちで必要資源を集め、後に他地域への働きかけを実

施している。設立に至るまでの一般的なフローは、ムサッラーからのニーズの高まりに応

じた漸次的拡大として捉える事が出来る（岡井 2007）。モスク設立のストーリーは、これま

で拙著において繰り返し論じてきたのでここではそれについて詳細に論じることはしない。

しかしながら、これまで調査を行ってきた個々の事例を鑑みるに、設立時のムスリムを取

り巻く社会経済的状況や、コミュニティの成員特性、地域をまたいだネットワークの形成

を変数として盛り込み、もう一歩踏み込んだトレンドを提示することが可能である。 
ここでは、それらにつき、必要資源の確保の方法に着目して、大分類として類型Ⅰから

類型Ⅳまでのパタンを提示する。 
 
類型Ⅰ 上からのモスク設立 
 90 年代以前に最も確認されたパタン。 
 
類型Ⅱ コミュニティ型① 

モスク設立初期に多く観察される。地域のムスリムが中心となって、必要資源

を確保するパタン。後発のモスク設立パターンの下地となる、基本的な設立様式

である。とりわけ、1991 年の一ノ割モスク設立は、日本のモスクの設立様式を方

向付けたという意味でも重要である。 
     Ex. 一ノ割モスク、富山モスク、新潟モスクなど 
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    コミュニティ型② 
少数の供給者によって設立されるパタン。多くのメンバーを必要とせず、一人、

あるいは少数のメンバーの資源動員によって設立に至るパタン。メンバーが少数

であっても、購入額とメンバーの寄付可能額がマッチした場合や、元々所有して

いた個人資産をベースとして、それをモスクとして使用する場合等が挙げられる。 
Ex. いわきモスク、マディーナモスク、新居浜マスジド等 
 

類型Ⅲ コミュニティ＋外部資源動員型 
最も一般的なパタンであり、日本における「モスク設立ラッシュ（岡井 2007）」

の原動力ともなった設立様式。自己資金に加え、他地域からの資源を積極的に

動員することが特徴であり、中古車業などエスニック・ニッチへの参入によっ

て促された、自営業者の社会経済的な上昇移動を背景として成立した。このよ

うなケースはとりわけ 2000 年以降に盛んに確認でき、モスク数の増加にとりわ

け寄与していると考えられる。 
Ex. 伊勢崎モスク、横浜モスク、所沢モスクほか。 
 

類型Ⅳ 学生主導型 
近年最も活動的なパタンであり、上記類型Ⅲと同様の資源動員方法を用いる

が、積み立てなどを 10 数年以上行っている場合もある。自営業者などの社会経

済的上昇移動を背景として、比較的資金力に乏しい学生が他地域から積極的に

資源を動員することでモスク設立を達成している。そのため、留学生の多い各

地の国立大学周辺にモスクが多く設立されている。比較的時間に余裕があるこ

とから、長期休暇などを利用して、各地にメンバーを派遣し、寄付を募る場合

もある。 
Ex. 大阪茨木モスク、仙台モスク、徳島モスク、福岡モスク、別府モスクなど。 

 
 これらの類型は、そもそも必要資源の大小に依存するものでもあり、その点には注意を

必要とするが、とりわけ類型Ⅲと類型Ⅳについては、その点を考慮したとしても、現在の

日本のムスリムを取り巻く環境を反映した設立スタイルとなっていると指摘することがで

きる。社会経済的な上昇経験に加え、各地にプラットホームとなるモスクが存在すること

からくる寄付金集めのアナウンスの容易さや、イスラーム活動や団体を介したムスリム同

士の地域を超えた繋がりの存在、海外からの大口の寄付も看過することはできない。いず

れにしても、以上のような要因を背景として、モスク設立の裾野は、一ノ割モスクが設立

された当時と比較しても、格段に広がったといってよい。 
とはいえ、このようなラッシュが今後も継続されるかどうかは、不明確である。2008 年

末、ロシア議会において、自国産業保護を目的として輸入自動車に高率の関税を課すこと

を盛り込んだ法案が通過したことなどを受け、ロシアをメインターゲットとして成長を続
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けてきた中古車輸出業に一抹の陰りが見え始めている。 
有望な市場として、パキスタン人を中心とした参入が相次いだことで、既に飽和状態と

なりつつあった、市場に更なる打撃が加わったといえる。既に、廃業を決めた中古車輸出

業者も出てきており、こうした状況が今後も継続するようならば、日本のモスク設立のペ

ースもやや鈍る可能性が指摘できるだろう。こうした状況は、以下に述べるモスクにおけ

る活動にも影響を及ぼす可能性がある。 
 
モスクの活動の状況 
 先にも述べたように、モスクは、礼拝の場所としてだけではなく、イスラーム教育など

のニーズを回収する場所ともなっている。各種社会活動の拠点となっていると換言できる

が、近年の動向として、最も目覚ましいのは、墓地の取得であろう。土葬が求められるム

スリムにとって、火葬が基本となっている日本の条例は、墓地の習得にあたり高いハード

ルとして認識されている。そのため、これまでは、山梨県の塩山など非常に限られた選択

肢しか存在しなかったが、各地における活動の結果、墓地が誕生している。そうした中に

あって、今回の「日本のモスク調査Ⅱ」にも収録されている、北海道の札幌マスジドを運

営している、北海道イスラミックソサイエティは、墓地の取得に成功している団体の一つ

である。北海道余市郡の「よいち霊園（管理者：宗教法人妙徳教会）」敷地内に、土葬可能

なムスリム墓地用地を取得し、管理運営（北海道イスラミックソサイエティ墓地管理組合）

を行っている。元々クリスチャンが、道庁に対し北海道における土葬を求めており、それ

が実現したのが余市における埋葬であった。しかしながら、クリスチャンによる埋葬は、

さほど増加せず、土葬が可能となったものの、埋葬可能範囲の多くが「空き」になってい

た経緯がある。現在取得済みの土地面積は 128 ㎡（1 区画＝4 ㎡、32 区画）。今後順次拡大

予定である。2008 年現在、4 人のムスリムが埋葬されている。埋葬に必要な額は、埋葬工

事料（約 10 万円）＋維持管理のためのサダカとなっているが、サダカについては、任意と

なっている。サダカは、更なる用地取得や、整備管理費用に充当される。北海道のみなら

ず、全国からの遺体の受け入れにも対応可能である。遺体の清め等は札幌マスジドで対応

可能である。積雪の多い地域ではあるが、冬でも埋葬が可能なように、除雪が行われ、年

間を通して埋葬可能である。冬季には、お墓の上に、ビニールハウスが設置される。雪解

け水への対応策として、暗渠排水設備の設置が計画されている。また集会所があり、そこ

でのサラートが可能である。日本人と在留資格を有している外国人両方の埋葬が可能であ

る。 
墓地の経営母体は妙徳教会という公益法人であるが、北海道イスラミックソサイエティ

は、非常に良好な関係を構築している。この他にも、大塚モスクを運営するジャパンイス

ラミックトラストが栃木県に墓地を取得している。 
 教育については、各地のモスクでインフォーマルな教室が運営されているほか、学校と

して立ち上げる動きも起こっている。例えば、ジャパンイスラミックトラストは以前から

イスラミックスクールを運営してきたし、海老名モスクも 2008 年より平日の昼間に学校を
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開校している。教育については各地の家族形成の状況、学齢期の子どもの人口、両親の教

育に対する考え方、両親の将来展望、子どもに望む将来像などによって、その運営の在り

方や、継続可能性が大きく分岐している状況が出現している。教育について足並みが中々

そろいにくい場合には、その運営も困難なものとなり、ひとたび運営を開始した教育機能

が、停滞してしまうといったケースも確認できる（岡井 2007）。一方、これまで比較的小規

模に実施されてきた教育について、「本格的な」学校を設立しようという動きもある。2008
年に誕生したバーブルイスラム岐阜マスジドがそのひとつである。現在は、マスジドのみ

が位置しているが、今後、マスジドの周囲に学校および寮を建設し、教育を行おうという

ものである。 これまでの教育の難しさの一つに、人口の少なさや送迎などを行う親の負

担の問題があったが、そうした課題を乗り越えつつ、且つマイノリティとしての自己を比

較的容易に認知することができる環境を整備し、世俗教育とイスラーム教育双方を実施す

ることを目的としているとのことである。ただし、一連の活動は未だスタートしたばかり

であり、今後の動向が注目される。 
 モスク同士の連携も、興味深いポイントである。日本のモスクをみる上では、モスク単

体での分析もさることながら、団体の存在を無視することができない。これまで、タブリ

ーギー・ジャマーアトや、ICOJ、JIT、ICJ などの団体が存在し、各々礼拝施設間のネッ

トワークを形成してきた。今回の調査では、それにくわえ、地域内のネットワークの形成

が新たなポイントとなった。モスク設立ラッシュを受け、これまでは「一つの県に一つの

モスクが位置する」というような状況であったのが、比較的狭い範囲に複数のモスクが設

立されるような状況が、出現している。こうした状況は、一方で、地域のムスリムの分離

の流れを形成する要因ともなっている。例えば、国籍やエスニシティ、イスラームに対す

る考え方の違いによる分離である。しかし、もう一方では、地域の複数のモスクが何らか

の関係性を維持しつつ、且つモスク単体では独自の運営を実施しているケースが出現して

いる。地域のネットワークを形成している代表的なものとしては、四国における新居浜マ

スジドを中心としたネットワークがそれに当たるが、そのほかにも、茨城県水戸市と福島

県いわき市に位置する複数のモスクの連携などが今回の調査によって確認された。これら

のモスクは、設立の経緯もさることながら所属母団体が異なってさえいる。モスク自体の

運営は、独自のやり方で行われているが、イードの際は、複数のモスクが共同で執り行う

ことになっており、各年度持ち回りで実施している。互いの考え方を尊重しながらも、地

域内のモスクとして関係性を維持するスタイルが確立されつつあるようである。 
 
地域活動の状況 
 これらのモスクは、礼拝の場としてのみならず、教育や、勉強会などムスリムによって

提示されるニーズに対応できる場として、地域のコミュニティの中心的役割を担っている。 
近年の動向としては、地域社会や行政側からの、モスクへの働きかけが行われてもいる。

とはいえ、それらの試みは、一時点の試みに終始してしまったり、あるいは積極的な活動

を行っていたキーパーソンの離脱によって終息してしまうなど、（互いが望む形での）持続
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的な関係性の醸成は、今後の課題ともなっている（店田 2009）。また、警察関係者によるモ

スクの「監視」も、未だ大きな問題として留め置かれている。「警察白書」にて、9.11 同時

多発テロやイギリス、スペインなどの爆破テロを受け、「イスラーム過激派」が「日本のム

スリムコミュニティ」を活動の拠点とする可能性が明記されるなど、国内外の情勢を受け

る形で、日本でもモスクや、ムスリムへの働きかけが恒常的に実施されている。その働き

かけは、モスクにおいては、金曜礼拝時や、イシャー礼拝時における警察関係者の訪問と

して実施されている。こうした訪問は、ムスリムの側からもある程度受け入れられてはい

るものの、不定愁訴がないわけではない。 
 そうした中にあって、今回収録されている福岡モスクは、稀有な事例として提示できる。 
 福岡モスクは、日本で一般的なモスク設立様式である、既存の建物を購入する形で設立

されたモスクではない。土地を市の競売を通じて購入し、新たに建物を建設している。総

額 2.5 億円のモスク設立費用は、全国のムスリムに募ったほか、UAE から大規模な資金援

助を得ている。とはいえ、本モスクの特徴は、建物を建設したこともさることながら、近

隣住民への配慮と協働性にあるといえる。聞き取りで明らかになったが、モスク設立に際

し、計画がスタートしてから 10 数回の説明会を実施し、許可を得ている。本モスクは学生

が中心となって設立したものであるが、こうした配慮の背景には、日本人ムスリムの存在

のほか、警察関係者の尽力と、皆の共同作業によるところが無視できない。このような協

働を可能としている状況は、監視に終始するセキュリティ関係者との関係に困惑する、他

地域のコミュニティとは一線を画したつながりを構築しているような印象を受ける。モス

クの外壁、デザインについても、近隣の景観に溶け込むよう配慮されている。近隣および

日本社会への意識を非常に持ったモスクであるといえるが、上記のような活動が、互いの

意識の高さによるものなのか、歩み寄りによるものなのか、日本社会からの働きかけ（あ

るいは圧力）の結果なのか、未だ明らかではない。しかし、今後開堂式を迎え本格的にモ

スクがオープンしてのち、現在のようなスタンスがどの程度継承されていくか興味深い。 
 
おわりに 
 以上簡単に「日本のモスク調査Ⅱ」に収録されている調査結果を参照しつつ、現在の状

況を提示した。かなり個別の事例を捨象して、概況を述べるに努めたが、現在のトレンド

は、おおよそ以上のようにまとめられると考えている。以下の「日本のモスク調査Ⅱ」の

調査結果は、上記で取り上げきることができなかった個々の詳細な事例と詳細である。冒

頭には、現在のモスク設立状況を年代別にまとめた「全国モスクリスト」をつけた。個々

のモスクについての掲載号情報も付与してある。前号に当たる「日本のモスク調査Ⅰ」は

早稲田大学多民族・多世代社会研究所の HP（http://imemgs.com/）にて閲覧可能である。

そこでは、全国のモスクについて、今回掲載に至らなかったモスク（例えば、バーブルイ

スラム岐阜マスジド、水戸アブーバカルモスク、結城モスク、館林サラマットモスクなど）

も含め、写真も公開しているので併せて参照されたい。 
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全国モスクリスト （2009 年 4 月現在） 

 
No. 名称（通称を記載） 所在地 所在地域 設立年 掲載号 

1 神戸モスク 兵庫県 関西 1935   

2 東京回教寺院（東京ジャーミー） 東京都 関東 1938（2000） 日本のモスク調査 1 

3 バライ・インドネシア礼拝所 東京都 関東 1962 日本のモスク調査 1 

4 アラブ・イスラーム学院 東京都 関東 1982   

5 一ノ割モスク 埼玉県 関東 1991   

6 伊勢崎モスク 群馬県 関東 1995 日本のモスク調査 1 

7 成増モスク（お花茶屋モスク） 東京都 関東 1995（2000） 日本のモスク調査 1 

8 日向モスク 千葉県 関東 1995   

9 境町モスク 群馬県 関東 1997   

10 海老名モスク 神奈川県 関東 1998   

11 行徳モスク 千葉県 関東 1998   

12 名古屋モスク 愛知県 中部・東海・北陸 1998 日本のモスク調査 1 

13 戸田モスク 埼玉県 関東 1999   

14 大塚モスク 東京都 関東 1999   

15 富山モスク 富山県 中部・東海・北陸 1999 日本のモスク調査 1 

16 八潮モスク 埼玉県 関東 2000   

17 浅草モスク 東京都 関東 2000 日本のモスク調査 1 

18 足利モスク 栃木県 関東 2000 日本のモスク調査 1 

19 つくばモスク 茨城県 関東 2001   

20 新安城モスク 愛知県 中部・東海・北陸 2001 日本のモスク調査 2 

21 高松モスク 香川県 四国 2001   

22 白井モスク 千葉県 関東 2001   

23 富士モスク 静岡県 中部・東海・北陸 2001   

24 大阪モスク 大阪府 関西 2001   

25 八王子モスク 東京都 関東 2002   

26 岐阜モスク 岐阜県 中部・東海・北陸 2002 日本のモスク調査 1 

27 新潟モスク 新潟県 中部・東海・北陸 2002 日本のモスク調査 1 

28 館林モスク 群馬県 関東 2003 日本のモスク調査 1 

29 新居浜マスジッド 愛媛県 四国 2003 日本のモスク調査 1 

30 蒲生モスク 埼玉県 関東 2003   

31 小山モスク 栃木県 関東 2005 日本のモスク調査 1 

32 いわきモスク 福島県 東北 2005 日本のモスク調査 2 
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33 京都モスク 京都府 関西 2005   

34 横浜モスク 神奈川県 関東 2006   

35 所沢モスク 埼玉県 関東 2006   

36 豊田モスク 愛知県 中部・東海・北陸 2006   

37 名古屋港モスク 愛知県 中部・東海・北陸 2006   

38 浜松モスク 静岡県 中部・東海・北陸 2006   

39 坂城モスク 長野県 中部・東海・北陸 2006   

40 館林サラマットモスク 群馬県 関東 2006   

41 マディーナモスク 茨城県 関東 2006 日本のモスク調査 2 

42 水戸アブーバカルモスク 茨城県 関東 2006   

43 大阪茨木マスジド 大阪府 関西 2007   

44 仙台モスク 宮城県 東北 2007 日本のモスク調査 2 

45 ベイトルムカッラムモスク 茨城県 関東 2007 日本のモスク調査 2 

46 札幌モスク 北海道 北海道 2007 日本のモスク調査 2 

47 春日井モスク 愛知県 中部・東海・北陸 2007   

48 結城モスク 茨城県 関東 2008   

49 徳島モスク 徳島県 四国 2008   

50 バーブ・アル＝イスラーム岐阜モスク 岐阜県 中部・東海・北陸 2008   

51 小樽モスク 北海道 北海道 2008   

52 坂戸モスク 埼玉県 関東 2008   

53 別府モスク 大分県 九州 2008 日本のモスク調査 2 

54 岡山モスク 岡山県 中国 2008   

55 福岡モスク 福岡県 九州 2009 日本のモスク調査 2 

56 三重モスク 三重県 関西 2009   

57 鹿沼モスク 栃木県 関東 未調査   

58 いわいモスク 茨城県 関東 未調査   

 
 

調査済みムサッラーおよび移転した施設 

1 MICC 愛媛県 四国 
 

日本のモスク調査 1 

2 ビラースモスクナガノ（移転） 長野県 中部・東海・北陸 
 

日本のモスク調査 1 

3 渚ムサッラー（移転） 長野県 中部・東海・北陸 
 

日本のモスク調査 1 

4 東広島ムサッラー 広島県 中国 
 

日本のモスク調査 2 
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1. 東広島ムサッラー（第 1 回調査日 2007 年 9 月 24 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：広島ムサッラー（広島モスレムアソシエーション） 
外国語名：Hiroshima Moslem Association 

住所（HIC） 

〒739－0042 
広島県東広島市西条町西条東 

連絡先 

 無し 
 

 
Fig.1 ムサッラー（HIC）全景 

 
Fig.2 ムサッラー（HIC）全景 

 
Fig.3 モスク建設予定地 

 
Fig.4 モスク建設予定地 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

1997 年（Saijo Moslem Association 設立年度） 
設立の経緯 

モスク自体は現在まだ完成していない。1997 年頃より、設立計画は存在してお

り、現在に至るまで皆で必要資金の積み立てを行っている。約 1000 万円で、広島

大学近郊に建設用地を購入済みではあるが、建設費用が集まっていないため、今

後も設立のための活動を実施する予定である。購入のための資金は、Hiroshima 
Moslem Association（以下 HMA）結成当時の留学生から年々受け継がれてきたも

ので、他のモスクなどで頻繁に観察される先行するモスク（や地域）への資金援

助依頼等は、大々的に行ってこなかったという。今後 5 年以内のモスク開堂を目

指す。こうした活動は、広島大学の学生及び卒業生、そして研修生を中心に構成

されている HMA が母体となっている。元々は Saijo Moslem Association という

名称であったが、活動に参加する人の居住地が広島全域、四国地域にまで及ぶた

め、2007 年に現在の名称に変更した。日々の活動は、広島大学の施設、公民館、

西条駅近くの一軒家を借り上げたムサッラー、個人のアパートなどを利用して行

っている。なお、ムサッラーには、現在 2 名の留学生が居住中でもある。礼拝ス

ペースとして使用されるのは、一階の 2 部屋となっている。 
 

宗教法人認可の有無 

  無し 
宗派・系統 

無し 
所属母団体 

無し 
組織形態 

① イマーム 
イマームは、毎週交代してイスラームの知識を有するメンバー（7,8 人）が行う。 

    週替わりのイマームの選出は、「コミッティ」により決定される。 
② 「コミッティ」 

7～8 名から構成され、HMA の運営を司る。メンバーは、留学生が中心となる

HMA の特性に基づき、出身国の多様性と人口比率を考慮して、選出される。現

在の構成は以下の通り。 
インドネシア：2 名／マレーシア：1 名／バングラデシュ：1 名／アラブ圏

出身者：1 名／その他：1 名 
コミッティは、月に一度、合議を開催し、1 か月の方針を打ち出す。ラマダン時
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には、週一回集まりを持つ。議題の主な内容は、ジュムアの礼拝場所の選定（と

それに伴う場所のアポイント取得）、イマームの選定、イベント開催時の細目検

討など。および副次的な作業として議題内容のメーリングリストを通じたメンバ

ーへの配信事項の決定などが行われる。メーリングリストの配信先は、留学生内

部にとどまらない。主要エリアとして、東広島、三原、三好、広島市内のほか、

愛媛にも配信される。 
 

2-2.土地・建物の情報 

現在 HMA のメンバーは、礼拝を、主に 3 か所で実施している。 
① HIC（広島イスラミックセンター） 

HMA のメンバーが賃貸契約を結んでいる物件（Fig.1, Fig.2 参照）。木造 2 階建

て。西条駅から徒歩 15 分程度の場所に位置する。イスラミックファインダー等

に登録されている住所はこちらのものに相当する。現在は 2 名の留学生ムスリム

が居住している。家賃（5.5 万円）ほか維持費は、半分をメンバーが、半分を居

住者が支払うことになっている。常時利用することができ、HMA が利用可能な

自由度の高いスペースとして機能している。周囲に建物が少なく、比較的広い駐

車スペースを有している。 
 

② 公民館 
 

③ 広島大学キャンパス内（国際交流館） 
HMA の活動とも関連するが、メンバーの大半が、留学生から構成されており、

金曜日の集団礼拝などはこちらで実施されることが多い。これには、空き教室等

が利用される。このほか、ラマダン時には、体育会の合宿所、国際交流館を利用

して、東広島だけでなく、広島各地のムスリムが集うキャンプが行われている。 
 

モスク建設用地に関する情報 

土地 

土地のみ購入済み。 
建物 

無し。資金集めを実施していく予定。 
購入額 

土地 1000 万円 
設立に至る費用工面 

個人：個人の寄付による。本モスクの建設予定地の購入に際しては、そのほぼ全

てを 1997 年頃開始された積立てで賄っている。積極的に他地域に赴いて寄

付金募集活動を行わなかったとのことで、極めて珍しいケースである。 
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団体：なし 
出資団体の有無 

無し。 
出資団体の詳細 

 無し。 
維持費捻出方法 

個人の寄付で賄っている。 
 

3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

HMA が行っている活動 

① 集団礼拝 
② 勉強会 
③ ラマダン時のキャンプ・パーティー（出身地別、各国合同） 

キャンプについて 
ラマダン時のキャンプについては、インドネシア人が中心となって一泊の予定で

実施している。広島大学体育会の合宿所を使用して催された。調査者が、訪問し

た日は、ラマダン開始第 1 週の土曜日にあたり、広島全域からインドネシア人ム

スリムが広島大学内の合宿所を訪れていた。家族連れの方が多く、総勢 50～60
名ほど。留学生、大学教員、研修生、社会人など顔触れは多彩である。キャンプ

の連絡は、電話を通じてなされる。 
全員での会食、礼拝のほか、インドネシアから、イスラーム学者を招聘してのレ

クチャーなどが行われていた。大部屋で車座になって行われたレクチャーでは、

身近な問題（夫婦のあり方など）から、イスラームについて考える機会が持たれ、

終始真剣かつ和やかに議論が行われた。 
 

    パーティーについて 
     パーティーは、翌日日曜日の夜に広島大学の国際交流会館を使用して開催された。

こちらはマレーシア人留学生と、卒業生を中心とした集まりで、家族も集いつつ

夕食および、礼拝が行われた。夕食には、母国マレーシアの料理がふるまわれる。

卒業生および留学生のほとんどは、マラヤ大学の日本語予科（AAJ）の出身者で

あり、卒業後も日本の企業に就職するものが多いという。とりわけ強調されたの

が、地元企業への就職であり、マツダや造船関係、建築関係への就職が多く、広

島市内在住の方が多いということであった。そのため、このような場以外でも、

マレーシア人としての紐帯が保たれやすく、しばしば連絡を取り合うという。 
      
   ＊調査者は、この 2 つの会のみにしか参加できなかったが、ラマダン中には、他に

も催しがあるという。調査者訪問中に開催されていたものは、あくまで出身国別
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のキャンプであり、パーティーであったが、その翌週には、各国の出身者が集う

集会が行われるとのことであった。 
 

モスク建設用地選定の理由 

広島大学に近く、礼拝が容易に行えること。 
用地に隣接して、日本料理屋があり、購入前後に挨拶に伺い快く迎えてもらった。 
 

4.礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数）  
：N/A 
金曜礼拝者数：N/A   
うち日本人：N/A 

 
国籍構成 

インドネシア、マレーシア、バングラデシュ、アラブ圏出身者、その他の地域出

身者 
 

おおよその滞在資格構成 

留学生、大学教員、研修生、社会人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

2. 札幌マスジド（第 1 回調査日 2007 年 12 月 17 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：札幌マスジド（北海道イスラミックソサイエティ） 
       外国語名：Sapporpo Masjid（Hokkaido Islamic Society） 

住所 

    北海道札幌市北区北 14 条西 3 丁目 
連絡先 

    HP: http://www.hisociety.jp/ 
 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 モスク内観（1 階部分） 

 
Fig.3 女性用礼拝室（2 階） 

 
Fig.4 余市イスラーム霊園 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

    2007 年（1992 年：HIS 設立） 
設立の経緯 

北海道大学の留学生が中心となって 2007 年に設立された。北海道イスラミック

ソサイエティが運営を行っている。本団体は、1.ムスリム同胞の親交の促進、2.
モスクの建設、3.ムスリムの為の共同墓地の建設を目的として 1992 年に創設され

た団体であり、学生と社会人を中心に構成されている。本団体は、上記以外にも

各種催し等の活動を行っている。礼拝施設については、2007 年のモスク開堂以前

は、大学施設、アパート等をムサッラーとして使用し礼拝等を行っていたが、3 回

の移転を経て印刷会社であった建物を購入、リフォームを行い、モスクを設立し

た。特筆すべき活動として、北海道余市における墓地の取得と管理が挙げられる

（後述）。 
 

宗教法人認可の有無 

  なし 
宗派・系統 

なし 
所属母団体 

  なし 
組織形態 

イマーム：持ち回りで担当している。信仰心の厚い、イスラームの知識のある人

が担う。 
  アミール：任期 1 年。 

理事会：立候補制、選挙を実施。出身国の多様性を考慮して、複数の国の出身者

から構成されている。週 1 回ミーティングを実施している。 
 
2-2.土地・建物の情報 

購入額 

3200 万円 
名義 

複数人で取得。 
設立に至る費用工面 

礼拝施設に訪れる人達の寄付。小樽のムスリムコミュニティからの寄付。 
学生のネットワーク等個人の紐帯を利用した寄付金募集（電話・メール）、HP で

の呼びかけ。海外の個人からの寄付。 
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出資団体の有無 

なし 
モスク維持費捻出方法 

 モスクに来ている人達の寄付。 
モスクの規模（建物） 

 
建築形態  

   一戸建て   
様式：木造 
建て坪：約 70 坪 
部屋数：5 部屋 
階数：2 階 

 
3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

深夜帯は施錠。数名の管理人が鍵を管理。 
共有財（耐久消費財など） 

 ヒーター、湯沸かし器、台所、冷蔵庫、PC、電話 etc… 
 

「場」と「機能」充実度 

ウドゥーのための水場、礼拝スペース（男性用・女性用）、教育スペース、図書室・

事務室、休憩室、ゲストルーム 
 

モスク（団体）が行っている活動 

  ①金曜昼の集団礼拝：週１回 
  ②ラマダン：年に 1 回 
 ③イードルアドハー：年に 1 回 
 ④イフタール：ラマダン時 
 ⑤勉強会：週 1 回 
 ⑥子どものための勉強会：週 1 回 
 ⑦墓地の管理運営 

土地選定の理由 

 札幌の中心部に位置していること、ムスリムが多く在籍している北海道大学の

近隣に位置していることが、当初の希望であった。現在の物件が売りに出された

ことから、購入に至った。 
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4.礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

平日：約 10 人 
金曜礼拝者数：60〜70 人 
うち日本人：1 人 
固定メンバー：60％ 
流動メンバー：10％ 

 
国籍構成 

およそ 20 カ国の出身者から構成されている。 
インドネシア、エジプト、マレーシア、バングラデシュ等の出身者が多い。 

おおよその滞在資格構成 

 留学、日本人の配偶者 
職業構成 

   学生 9 割、社会人 1 割 
 
備考： 
余市イスラーム霊園 

所在地：北海道余市郡余市町梅川町５６３番地２５ 
北海道余市郡の「よいち霊園（管理者：宗教法人妙徳教会）」敷地内に、土葬可能なムス

リム墓地用地を取得し、管理運営（北海道イスラミックソサイエティ墓地管理組合）を行

っている。 
現在取得済みの土地面積は 128 ㎡（1 区画＝4 ㎡、32 区画）。今後順次拡大予定である。

2008 年現在、4 人のムスリムが埋葬されている。 
埋葬に必要な額は、埋葬工事料（約 10 万円）＋維持管理のためのサダカとなっているが、

サダカについては、任意となっている。サダカは、更なる用地取得や、整備管理費用に充

当される。北海道のみならず、全国からの遺体の受け入れにも対応可能である。遺体の清

め等は札幌マスジドで対応可能である。 
積雪の多い地域ではあるが、冬でも埋葬が可能なように、除雪が行われ、年間を通して

埋葬可能である。冬季には、お墓の上に、ビニールハウスが設置される。雪解け水への対

応策として、暗渠排水設備の設置が計画されている。また集会所があり、そこでのサラー

トが可能である。日本人と在留資格を有している外国人両方の埋葬が可能である。 
墓地の経営母体は妙徳教会という公益法人であるが、北海道イスラミックソサイエティ

は、非常に良好な関係を構築している。 
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Fig.5 ムスリム墓地の全体プラン図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6 ムスリム墓地のプラン拡大図 
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3. マディーナマスジド（第 1 回調査日 2008 年 3 月 13 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：マディーナマスジド 
外国語名：Madina Masjid 

住所 

 茨城県小美玉市花野井 
連絡先 

  
 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 増築したキブラ部分 

 
Fig.3 モスク内観 

 
Fig.4 モスク内観 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

2006 年 
設立の経緯 

土地の所有者である Z 氏が、敷地内の建物を改築し設立した。自身と家族の礼

拝のほか、周辺に居住するムスリムのために、モスク設立を行った。2006 年以前

は国道 6 号沿いの中古車業者の事務所内で行い、イードは近くのビニールハウス

で執り行っていた。マディーナモスクは、地域の礼拝所として機能するほか、水

戸周辺の 2 つのモスクおよびいわきのモスクと連動して活動も行っている。具体

的には、イードルアドハー（犠牲祭）の実施であり、マディーナモスクは、多数

のムスリムが訪れる本祭に際し、2 年連続で土地を提供している。また、2008 年

に開堂した結城モスクにも絨毯の寄付などを実施するなど、周辺のモスクとの関

係を有している。 
 

宗教法人認可の有無 

 なし 
宗派・系統 

    なし 
組織形態  

    イマーム：Ｚ氏が経営する会社の社員で、モスクの近所に住んでいる。 
 
2-2．土地・建物の情報 

土地 

    所有地 
建物 

持ち家 
名義 

    Z 氏 
設立に至る費用工面 

個人：Z 氏による 
団体：なし 

出資団体の有無 

    なし 
出資団体の詳細 

モスク維持費捻出方法 

 Z 氏による 
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モスクの規模（建物） 

建築形態 

一戸建て 
様式 鉄筋 
建坪  建物：約 1000 坪 ＋ 自動車置き場：約 5000 坪 ＝ 約 6000 坪 
部屋数 1 部屋（150 名収容可能） 
階数 2 階建て建物の 2 階部分 
 

3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

24 時間 
共有財（耐久消費財など） 

マイク、スピーカー、本棚、書籍、キッチン、イード用の料理器具、ハラール食

品の提供、冷蔵庫、冷凍庫、ネーム入り帽子、扇風機、ストーブ、譜面台、礼拝

時刻の時計ほか 
 

「場」と「機能」充実度 

礼拝スペース（2 階）、ウドゥー（1 階） 
 

モスクが行っている活動 

 ①一日 5 回の礼拝（毎日） 
 ②金曜礼拝（週 1 回） 

③イード（水戸市内、福島県内の他のモスクと合同で実施しており、マディーナ

モスクは敷地を開放して会場となっている。水戸市周辺には、2008 年現在モスク

が 3 つ存在しているが、平時は別々に活動を行っている。互いの考えを尊重して

のことであるが、イベントの際には合同で行うようにしている。）また、礼拝時に

は女性は別建物（Z 氏経営の会社事務所）の 1 階で礼拝を行い、モスク内部の様子

はビデオカメラで中継される。 
④ハラール食品の提供（ハラール食品を、複数種類パッケージ化して購入者に提供

し、購入者は 1 ヶ月後に、使用した分だけ金額を支払うシステムを採用している。） 
土地選定の理由 

 設立の経緯参照 
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4．礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

 先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数） 
 金曜（土曜）礼拝者数：20～30 名 
 うち日本人：日本人妻のみ 
 固定メンバー：20～30 名 

流動層：不明 
国籍構成 

 パキスタン、インドネシア、アフリカ 
おおよその滞在資格構成 

 日本人の配偶者等 
職業構成 

 自営業者、会社員 
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4. 仙台イスラーム文化センター（第 1 回調査日 2008 年 2 月 9 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：仙台イスラム文化センター 
外国語名：Islamic Cultural Center Sendai 

住所 

    〒980-0871 
 仙台市青葉区八幡 7 丁目 

連絡先 

 HP: http://iccs.at.infoseek.co.jp/ 
 
 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 モスク内観 

 
Fig.3 男性用ウドゥー 

 
Fig.4 女性用礼拝室 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

1997 年 9 月 
設立の経緯 

1977 年 9 月に発足。メンバーは、戦前からムスリムであった日本人、東北大学

のエジプト人留学生 2 名の計三名。約 20 年前より徐々に人数は増加し、13 名と

なり、本格的に活動し始めた。10 数年前中曽根総理が留学生 10 万人構想を打ち出

して以降、留学生の人口が飛躍的に増加し、同時に仙台イスラーム文化センター

のメンバーも大幅に増加した。活動は、礼拝はもちろんのこと、留学生が企画し

た催しものを随時行っていた。具体的には、語学講座やエスニック料理教室。語

学はトルコ語、アラビア語、英語など。現在の仙台モスクに至るまでに、文化セ

ンターは、仙台市内で 4 回（正確には 5 回）の移転を行っている。場所は以下の

とおり。 
 
１． 青葉通り沿い 
２． 国分町（東北大学のすべてのキャンパスから等距離になる場所に部屋を

借りた） 
３． （一時的に北目町移転前に、東北大学片平キャンパス内の講堂の部屋を

借りていた。しかしながら、ウドゥーの後始末などに問題があったため、

清掃員からクレームが出たため使用不能に。） 
４． 北目町 
５． 仙台モスク（2007 年 10 月） 

 
市内の部屋で礼拝をおこなっていた頃、留学生が増加してからは、10 畳ほどの

部屋に 40 人が入りすしづめ状態であった。礼拝の所作を正確に行うこともままな

らないほどであった。アパートの大家が外国人留学生に協力的な方であったため、

礼拝に使用していた部屋の隣に住んでいた中国人留学生に部屋を移動してもらい、

2 部屋を礼拝に使用するようになった。礼拝の際には、イマームの声を隣室に届け

るため、マイクとスピーカーを使用していた。 
のちに、二つの部屋を壁に穴を開けてつなげる計画も持ち上がり、大家の許可

も取り付けたが、自分たちの持ち物でないうえ、スペースの問題もあったため、5
～6 年前から仙台モスクの設立計画が持ち上がった。 

仙台モスクは、現在の場所に建てられる 2~3 年前に、一度別の土地を購入し、

建物の設計も行っている（その際には複数の業者に声をかけコンペを開催してい

る。佐藤氏によれば、「留学生の出身国の慣習が出てしまった」という）。その場

所の広さは 60～70 坪で人口に比してあまりにも狭く、礼拝スペースはもとより、
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駐車場のスペースを十分にとることができないという意見が、着工する前日に持

ち上がり、臨時総会を開き中止を決定した。結果 2000 万円で購入した土地を 1600
万円で売却することとなった。計画は無期延期となり、広い駐車スペースは、現

在のモスクを立てる上でも最重要案件となった。 
 

宗教法人認可の有無 

  無し。現在は有限責任中間法人となっている。 
宗派・系統 

    無し 
所属母団体 

モスクで行われる活動はタブリーギー・ジャマーアトの活動がメインだが、活動の

参加者以外も多数訪れる。「モスクとして」所属している団体はない。 
組織形態 

  各出身国で代表を出し、合議を実施。 
「何事もみんなで相談してルールを決める」という方針を採用している。 

 
2-2.土地・建物の情報 

土地 

所有地 1550 万円（元々は 2080 万円） 建ぺい率 50％ 
建物 

  2500 万円   
購入額 

土地+建物＝総額 4050 万円 
名義 

有限責任中間法人 
設立に至る費用工面 

個人： 

20 年前から積み立てを行っていた／ムサッラーで売っていたハラールフードの

マージン（数 10 万）／留学生帰国時の寄付／9.11 前には HP で呼びかけ（世界中

（ex.イギリス）から寄付があった）／設立計画具体化後は博士課程の学生は 5 万

円、修士課程の学生は 3 万円などの寄付金集めを行った（余裕のある人はプラス

アルファ）／中古車業者／各地に役員を派遣し寄付を募った。可能な限り地元で

寄付を集め、徐々に広い範囲に募集活動を行うようになった（ex.いわきモスク）。 
 

団体： 

S 氏によると、昔は ICJ に外国からの資金ファンドなるものが存在し、各地に

分配されていた。ただしファンドの資金は底をついたらしく、ICCS は設立時から、
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維持費の捻出のために月 300 円の会費を集めていた。 
その後 3 ヶ月に一度の納入となり、3 ヶ月 1000 円となった。寄付金は家賃・光熱

費等に充てられたが、余剰分は積み立てていた。 
  

どのように出資を呼びかけたか： 

   目標金額と到達金額を毎週礼拝時に呼びかけを実施した。 
 

モスク維持費捻出方法 

維持費：3 ヶ月 1000 円の会費。 
ムサッラー時代には、家賃（8 万円）を集めていた。 
現行のモスクになってからはまだ日が浅いため、課税される税金（固定資産税・

不動産取得税など）如何によって制度が少し変わるかもしれないが、現在は不明。 
 

モスクの規模（建物） 

建築形態 

木造平屋一階建て 
（ロフトあり。ロフトは今後書庫などにする予定。床はコンクリート） 
建坪 201 坪（不動産屋の記載では 210 坪であったが実際には 201 坪） 
部屋数 1 部屋だが、備え付けの間仕切りがあり、常時女性も礼拝することができ

る。そのため、入り口は、男性用と女性用がある。建物正面に男性用、裏側に女

性用入り口が位置している（文末図参照）。 
一階建てにした理由は、建物が集会所扱いなので、二階建てにすると非常階段

などを設置するなど余計なコストがかかるため。（元々地滑り地帯のため、元々2
階までしか立てることができない。周辺に石垣があり、竹や山桜が多く植えられ

ているのはそのため）。解体作業は、学生が中心となって行った（回収は業者）。 
 

3．モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

金曜日の 12：00~13：30（現在はまだテスト・ラン中のため。2007 年 11 月よ

り使用開始） 
なお、ICCS のメンバーは常時出入り自由である。入り口にはプッシュ式のナン

バーキーが設置されており、メンバーはナンバーを知らされているため中に入る

ことができる。この方式は、ムサッラー時代から適用されてきたものである。 
テスト・ランについては、2007 年度に引渡しは行われたものの現在も内装工事が

行われているなどの理由による。気温が上がる春を待って、正式な落成式を行お

うと計画している。その際には、町内会（山あいの国道沿いに位置しており、周

囲には住居がある）の人達にも来てもらおうと考えている。S 氏の意見では、ICCS
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として、町内会にも所属した方がいいのではないかとのこと。「日本には日本のつ

きあいのやりかたがあり、お国のやり方で、ただ作って自分たちで集まってどう

こうするような勝手なことをやっていてはいけない」。 
共有財（耐久消費財など） 

事務所 トイレ シャワールーム ウドゥー 大こたつ（20 人収容） ミンバ

ル 絨毯 冷蔵庫 洗濯機 キッチン ヒーター 本棚 共用タオル棚 ミフラ

ーブもあるが、設計ミスのため方向がメッカを向いていない（そのためスクリー

ンを設置して子供の AV 教育用に使用する計画がある。文末図参照） 
「場」と「機能」充実度 

男性用礼拝室 男性用玄関 女性用礼拝室 女性用玄関 ミンバル  
男性用ウドゥー 女性用ウドゥー 

モスクが行っている活動 

 ①金曜礼拝 
②イード  

イードは伝統的に東北大学の留学生会館で行っていたが、市民会館でも行った。 
③勉強会（国単位で企画がなされる） 

土地選定の理由 

   最優先事項は、広くて駐車スペースがあること（設立の経緯参照）。 
大学から近いことも重要であった。現在の場所は、大学から若干離れているが、

バス（バス停が非常に近い。停留所名は「八幡七丁目」）、自転車、バイク、車で

訪れているという。現在の土地に決まる際には、当初インドネシア人学生グルー

プが遠すぎるという理由で反対したが、最終的に合意に至った。 
 

4．礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

 先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数） 
 金曜（土曜）礼拝者数：70～80 人 

  うち日本人 3 人、 
  国籍構成 

 エジプト、バングラデシュ、パキスタン、マレーシア、インドネシアなど 
おおよその滞在資格構成 

留学生 日本人の配偶者等 
職業構成 

 学生 ビジネス（全体の 10％程度） 
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備考： 
タブリーギー・ジャマーアトの活動は「積極的には行わない」が、「来る者は拒まず」の姿

勢をとっている。 
 

 
Fig5. 仙台モスクプラン図 
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5. いわきモスク（第 1 回調査日 2008 年 2 月 10 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

   日本語名：いわきモスク 
外国語名：Iwaki Mosque  

住所 

福島県いわき市大洗  
連絡先 

  なし 
 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 モスク内観 

 
Fig.3 キッチン（右手側）と清めの水場 

 
Fig.4 清めの水場 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

2005 年 
設立の経緯 

いわき市の港湾地域には、パキスタン人の中古車輸出業者が数店舗店を構えて

いるが、他国の出身者、異業種に携わる者を合わせても人口は非常に少なく 10 名

に満たず 7~8 名程度である。管理人の A 氏のほかは、全てここ 10 年の間にいわ

きに暮らすようになった。こうした状況もあり、元々、中古車業者（現在は移転）

の事務所で礼拝をおこなっていたが、礼拝に参加していたのは 5 名程度であった。

しかも、人口が少ないことにくわえ、同業者が多いことから、事務所に礼拝に集

まったものの仕事の状況などをめぐってお互いが牽制をするような険悪な状況に

なってしまった。こうしたことから、礼拝に関して、完全に中立的な場所が必要

であると考えたこと、モスクならば人が多く集まると考えたこと、生活の悩みを

相談できる場所を作りたいと考えたことから、モスク設立を計画するに至った。

土地は、もともと理解があり現在管理人を務めている A 氏と仲の良いある日本人

の中古車業者が、所有していた土地（40 坪）をモスクのために譲ってくれること

になり、購入（400～500 万）した。資金は、A 氏の自宅を訪れたムスリムに寄付

を求めたほかは、いわきのムスリムのみで、約 1 年かけて積み立てた。当初は手

入れされておらず、「あそばせていた」土地であったが、事務所が隣接しているた

め、水道や電気は通じていた。その後プレハブで礼拝スペース、キッチン、ウド

ゥー等の設備を備えた。 
 

宗教法人認可の有無 

なし 
宗派・系統 

なし 
所属母団体 

なし。モスクではあるが、いかなる宗教宗派に属する人間であっても歓迎する。 
組織形態 

イマーム：サマルカンドから、3 ヶ月の期限付きで招へいした。 
   滞在中の資金は、いわきモスクのメンバーで負担している。 

費用は 3 ヶ月で 30 万円程度であり、一人当たり約 4 万円を拠出して

いる。礼拝スペースに寝泊まりしてもらっている。（筆者訪問時は群

馬県のモスクに友人を訪ねていたため不在） 
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2-2.土地・建物の情報 

土地 

約 400~500 万円 
建物 

    約 200 万円 
 

名義 

7~8 名の共同名義。ただし光熱費の請求書はその内 2 名の名義（支払いは 7 名で

行っている）。 
設立に至る費用工面 

個人：いわきのムスリムによる積み立て。A 氏の家を訪れたムスリムに寄付を募っ

たほかは、いわきのメンバーで全額を集めた。 
逆に、宮城県仙台や、栃木県小山のモスクが設立される際には、寄付を行った。 
団体：なし 
 

出資団体の有無 

  なし 
出資団体の詳細 

 
モスク維持費捻出方法 

礼拝に訪れる人からの寄付 
 

モスクの規模（建物） 

建築形態  

   プレハブ  
  建て坪：40 坪 
  部屋数：プレハブ 2 基 
  階数：1 階 
 
3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

礼拝可能時間：24 時間開放している。誰が来てもよい。 
 

共有財（耐久消費財など） 

 扇風機、掃除機、書籍、本棚、冷蔵庫ほか。 
「場」と「機能」充実度 

   礼拝スペース、ウドゥー、キッチン 
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モスクが行っている活動 

①一日 5 回の礼拝（毎日） 
②金曜礼拝（週 1 回：一時間程度） 
＊イードは人が少ないため、いわきでは行わない。イードの時はみんな東京や群

馬のモスクを訪れたり、水戸の複数のモスクと共同で実施したりしている。 
＊教育に関しては、子どもが小さいため勉強会などは現在の所、実施していない。 

 
土地選定の理由 

 設立の経緯参照。港湾地域であり、周辺の警備が厳しく治安が良いから。 
 
4.礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

礼拝者：先週の礼拝者数（金曜、土曜以外の合計）：6~8 人 
    金曜礼拝：6~8 人 
    土曜礼拝： 

うち日本人：0 人 
   固定メンバー：100％ 
   流動メンバー：0％ 
 

国籍構成 

パキスタン人（7 人）、アフリカ系（国籍不詳：1 人） 
おおよその滞在資格構成 

 日本人の配偶者等 
職業構成 

自営業（中古車業、洋服輸入業） 
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6. 福岡モスク（第 1 回調査日 2009 年 3 月 16 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：アン ヌール イスラーム文化センター 福岡マスジド 
外国語名：Fukuoka Masjid Al Nour Islamic Culture Center 

住所（HIC） 

〒812-0053 
福岡県福岡市東区箱崎 

連絡先 

    HP: http://www.FUKUOKAMASJID.org 
e-mail: information@fukuokamasjid.org 

 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 モスク裏手より全景 

 
Fig.3 モスク内観（1 階礼拝スペース） 

 
Fig.4 礼拝スペース吹き抜け 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

2009 年 3 月 16 日 （4 月 12 日開堂式） 
設立の経緯 

1998 年に「九州大学ムスリム学生会」が結成された。その年よりモスクの建設

意志があったが、なかなか実現しなかった。2003 年から土地の購入を検討したが、

ここでもなかなか折り合いがつかなかった。その後、現在の土地を 2005 年 9 月に

購入した。モスク設立以前は、九州大学の別館で金曜礼拝のみを行っていた。モ

スクの建設にあたり、近隣住民向けの説明会を九州大学などで 10 回以上開いて理

解を求め、騒音などに関しては町内会と文書を交わしているとのこと。2008 年 6
月から施工され、2009 年 3 月に完成した。 

宗教法人認可の有無 

  無し（母体となっている ICCKyu は一般社団法人を取得している。今後、イスラ

ーム文化センターとして宗教法人取得を目指している。） 
宗派・系統 

無し 
所属母団体 

FIC(Fukuoka Islamic Center), 
ICCKyu(Islamic Cultural Center Kyushu), 
KUMSA(Kyushu University Muslim Student Assosiation), 

組織形態 

イマーム：毎週変わる（九州大学の留学生） 
     今後は、日本人ムスリムにイマームになってもらう（シリアに留学中

の人物が候補）。 
アミール：あり 
管理人：佐賀在住の日本人ムスリムに以来中（現在はいない） 

 
2-2.土地・建物の情報 

土地 

所有地 
建物 

  持ち家   
購入額 

土地（5000 万円）+建物（2 億円）＝総額 2 億 5000 万円 
名義 

ICCKyu 
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設立に至る費用工面 

個人：学生一人 5 万円、社会人一人 10～20 万円の寄付 
団体：ICCKyu 
どのように出資を呼びかけたか：九州大学の留学生からなる「ムスリム学生会

（KUMSA）が中心となり寄付を募った。主に富山、新潟、東京、大阪などに出向

いて寄付を呼びかけた。また、サウジアラビア、カタール、クエートなどの海外

にも寄付を募った。また、地元福岡の商工会議所などにも寄付を求めたが、得ら

れなかった。 
出資団体の有無 

 赤新月社（UAE） 
出資団体の詳細 

         UAE からの留学生の呼びかけに応じ、資金援助を行った。上部の設計図は完成

していたが、赤新月社より規模の小ささが指摘され、地下室が加えられた。 
モスク維持費捻出方法 

現在は建設費用（寄付）の残りでまかなっている。 
モスクの規模（建物） 

建築形態 

一戸建て 
様式：鉄筋 
建坪：336 平米（B1/1F200 ㎡、2F140 ㎡、3F114 ㎡） 
部屋数：11 部屋 
階数：3 階（地下室有り） 

 
3．モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

 24 時間（佐賀県在住の日本人ムスリムの管理人が常駐予定） 
共有財（耐久消費財など） 

トイレ（3 つ）、シャワー（1 つ）、監視カメラ×２箇所（正面および駐輪場）、本

棚など（現在搬入中） 
「場」と「機能」充実度 

    外観は派手な装飾を避け、町の景観を崩さないように配慮されたシンプルなデザ

インとなっている。屋上にはドームとミナレットがある。入り口は、男性用のほ

かに女性用の入り口も設置されている。モスク専用の駐車場はないが、駅から近

いため、近隣にコインパーキングが多数ある。 
B1 多目的スペース、男性用トイレ、男性用ウドゥー、男性用シャワー、図書館、

キッチン（倉庫有り） 
1 階 男性用礼拝スペース、男性用ウドゥー、男性用トイレ、障害者用トイレ、 
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事務所 
2 階 女性用礼拝スペース、女性用ウドゥー、女性用トイレ（ベビーシート付）、

倉庫 
3 階 女性用キッチン、多目的スペース、管理人の部屋 
※B1 の多目的スペースは礼拝スペースとしても利用できる。入り口が 2 つあり、

間引きも可能であるため、女性も利用することができる。 
    ※3 階の女性用キッチンと多目的スペースは吹き抜けになっており、食事や料理教

室を実施する予定である。 
モスクが行っている活動 

① 1 日 5 回の礼拝 
② クルアーンとイスラームの基礎講座 
③ アラビア語講座 
④ ムスリム同士の交流（月 1 回） 
⑤ 入信手続き 
⑥ 非ムスリムへのイスラームの紹介 
⑦ 子どもたちへのイスラーム教育（毎週末） 
⑧ 料理教室、料理パーティー 
⑨ スポーツ交流 
⑩ イスラーム書籍や DVD などの貸出し 
⑪ イスラームに関する情報提供（ハラールフード、レストラン情報など） 

土地選定の理由 

  役所に問い合わせた際に、勧められた土地であること。また、九大に近く、駅か

らも近いこと。以前モスク建設地に鉄道が通っていたため、比較的新しい土地で

あったこと。 
4．礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

 金曜（土曜）礼拝者数：100～150 名（イベントがあると約 200 名） 
 うち日本人：約 10 名（男性 4 名） 
 固定メンバー：不明 

流動層：不明 
国籍構成 

 インドネシア、バングラデシュ、エジプトなど（人数順） 
おおよその滞在資格構成 

    学生、日本人の配偶者等、永住者 
職業構成 

 学生、教員、自営業 
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7. 別府マスジド（第 1 回調査日 2009 年 3 月 16 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：別府マスジド 
外国語名：同上 

住所（HIC） 

〒874-0925 
大分県 別府市 若草町 

連絡先 

        e-mail: oitamasjidproject@ gmail.com 

 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 3 階礼拝スペース 

 
Fig.3 壁を除去した改築中の 4 階礼拝スペ

ース部分 

 
Fig.4 屋上部より国道 10 号線を望む 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

2008 年（現在改装中） 
設立の経緯 

    もともと、別府市亀川のアパートを一室借り上げてムサッラーとして利用してお

り、金曜礼拝のみ、立命館アジア太平洋大学（APU）で行っていた（モスクが完成

してからは大学側が礼拝の利用を拒否）。9 年前よりモスクを作る計画になっており、

そのころから寄付を募りはじめた。土地を購入するに至ったが、当日になり大家に

拒否された。その他にも、3 階に温泉がある建物を購入しようとしたが断念。2008
年 7～8 月に現在の土地を購入した。 

宗教法人認可の有無 

  無し 
宗派・系統 

無し 
所属母団体 

    BEPPU MUSLIM ASSICIOTION 
組織形態 

    イマーム：なし（学生が随時担当） 
2-2.土地・建物の情報 

土地 

所有地 
建物 

  持ち家   
購入額 

土地・建物 2700 万円 ＋ 名義変更 300 万円 ＝ 総額 3000 万円 
名義 

別府マスジド 
設立に至る費用工面 

個人：寄付 
団体：寄付 
どのように出資を呼びかけたか： 金曜日を中心に、北海道から鹿児島まで、全国

各地に出向いて寄付をよびかけた。また留学生の母国からの寄付を募った。 
出資団体の有無 

無し 
出資団体の詳細 

         無し 
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モスク維持費捻出方法 

個人の寄付 
モスクの規模（建物） 

建築形態 

様式：鉄筋 
建坪：264 平米 
部屋数：6 部屋 
階数：4 階 
 

3．モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

 24 時間 
共有財（耐久消費財など） 

トイレ（各階男女）、洗面台（各階）、エアコン（故障中）、ストーブ（2 機）、本棚、

冷蔵庫（各階）、ガスコンロ（各階）、給湯器 （各階）、オーブンレンジ（各階）、礼

拝時刻表 
「場」と「機能」充実度 

1 階 駐車場（10 台）、入り口 
2 階 男性用礼拝スペース（現在改装中）、トイレ、キッチン、倉庫 
3 階 女性用礼拝スペース（現在男性用簡易礼拝スペースとして使用）、トイレ、

キッチン、倉庫、小部屋 3 つ（うち 1 つは現在子供の教育の場として使用） 
4 階 図書館など多目的スペース（現在改装中）、トイレ、キッチン、倉庫 

モスクが行っている活動 

 ①1 日 5 回の礼拝（毎日） 
 ②金曜礼拝（週 1 回） 
 ③イード（年 2 回） 
    ④子供向けアラビア語講座（週 1 回日曜日 10：00～13：00） 
    ⑤ターリーム（不定期） 
    ※講演会を実施したいと考えている。 

土地選定の理由 

  役所の紹介。以前は、当モスク周辺にたくさんムスリム留学生が住んでいた。 
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4．礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

    先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数）：10～15 名 
（調査日は 13 名） 

 金曜（土曜）礼拝者数：70（金曜）、 
 うち日本人：男性 1 人、女性 2～3 名 

国籍構成 

 インドネシア、バングラデシュなど 
おおよその滞在資格構成 

    留学（99%） 
職業構成 

 学生（特に経済学）、教授、サラリーマン 
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8. マスジドバイトルムカッラム（第 1 回調査日 2008 年 2 月 10 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

  日本語名：マスジドバイトルムカッラム 
  外国語名：Masjid Baitul Mukkarram 

住所 

    〒312-0035 
 茨城県ひたちなか市枝川 

連絡先 

 なし 
 

 
Fig.1 モスク全景 

 
Fig.2 建物外側に設置されたウドゥー 

 
Fig.3 礼拝室（1 階） 

 
Fig.4 礼拝人数記録表 
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2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

2007 年 
設立の経緯 

元々は水戸駅の近隣にあったムサッラーで礼拝を行っていたが、茨城大学の留

学生など礼拝者人口が増加したことと、信仰心の高まりを受けて、モスク設立に

踏み切った。現在の土地の選定には、3~4 ヶ月の時間を要した。現在は、モスクの

運営をシステム化することを進めている。具体的には、宗教法人格の取得を目指

していることもあり、礼拝者人口の記録や、経理の明確化を進めている。また留

学生が多いことから、留学生にモスクに来るよう呼びかけを行ってもいる。 
 

宗教法人認可の有無 

申請予定 
宗派・系統 

 特になし。誰が来てもよい。 
所属母団体 

 なし 
組織形態 

イマーム： 海外から 3 ヶ月の期限付きで招聘（訪問時はバングラデシュから） 
アミール：基本的にメンバーのうち 4 名が管理を担当している。選挙によって管

理者は決定され、任期は 1 年である。役職としては、副イマームや会

計などがあるが、重要事項の決定や役割分担などモスクの運営に係る

事項については、合議によって決定している。役割分担については、

食事当番やごみ捨て等があるが、一ヶ月ごとに、それぞれの当番を合

議にて決定し、担当者の名前をホワイトボードに記入している。 
 
 

2-2.土地・建物の情報 

土地 

所有地 
建物 

持ち家 
購入額 

土地＋建物 1300 万円 
名義 

    5 名で取得。宗教法人の申請時まで。 
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設立に至る費用工面 

個人：基本的に水戸市周辺を中心とした地域のムスリムの寄付による。 
団体：富山モスク（50 万円）、外部の企業（300 万円） 
どのように出資を呼びかけたか：電話や礼拝に訪れた人たちに口頭で寄付を募った。 

出資団体の有無 

 無し 
出資団体の詳細 

 無し 
モスク維持費捻出方法 

 個人の寄付 
モスクの規模（建物） 

建築形態 

一戸建て 
様式：鉄筋 
建坪：不明 
部屋数：3 部屋（3 フロア） 
階数：3 階建て 

 
3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

金曜、土曜は集団礼拝（金曜は昼（12：30 より）、土曜は夜）。平日は誰が来ても

自由。ただし、夜間等は施錠している。以前モスクで盗難が発生したためであるが、

本来は、24 時間開放することが望ましいと考えており、今後 24 時間開放が行われ

る可能性もある。 
共有財（耐久消費財など） 

エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、流し台、扇風機、礼拝用のスピーカー、

本棚、書籍、ホワイトボード、携帯電話の充電器（1 回 100 円）他。 
「場」と「機能」充実度 

 1 階 男性用礼拝スペース 
 2 階 礼拝スペース（2 部屋） 
 3 階 礼拝スペース兼多目的スペース、キッチン 

2 階は女性のための礼拝スペースにもなる。 
モスクが行っている活動 

①一日 5 回の礼拝（毎日。基本的にすべての礼拝を最低 2 人以上で行うことを目

指している。モスク 1 階には、毎回の礼拝者人口を記録するチェックシートが掛

けられており、礼拝に訪れた人は、人数を記入する。） 
②集団礼拝（週 1 回。本来は 1 時からの実施であったが、茨城大学の学生が多い
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ため、授業時間を考慮し、毎週 12：30 から礼拝を行っている。） 
③イード（水戸市周辺の他のモスクといわきモスクと合同で実施している。マデ

ィーナモスクの項も参照のこと） 
＊備考：その他、今後のニーズにより考慮していくつもり。 
 

土地選定の理由 

水戸駅に近いことと、茨城大学の留学生たちが礼拝に訪れやすいことを考慮して

現在の場所に決定した。 
 

4.礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

 先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数） 
20～25 名 

 金曜（土曜）礼拝者数：約 40 人（金曜） 
 うち日本人：0 人（たまに訪れる程度） 
 固定メンバー：不明 

流動層：不明 
 

国籍構成 

パキスタン、バングラディシュ、エジプト、マレーシア、インドネシアなど 
おおよその滞在資格構成 

 日本人の配偶者等、留学 
職業構成 

自営業、学生 
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9. 新安城モスク（第 1 回調査日 2005 年 8 月 11 日） 

1.基礎情報 

正式名称 

日本語名：新安城モスク 
外国語名：同上 

住所 

 愛知県安城市 
 
2.モスク自体に関する項目 

2-1.基礎情報 

設立年 

1993（2001）年 
設立の経緯 

元々刈谷にムサッラーがあったが、礼拝者人口の増加に伴い手狭になり現在の

場所にモスクを設立した。当初は、3 階建ての建物のうち、1 フロアのみが礼拝ス

ペースであり、他はテナントとアパート式の居住スペースであった。そのためテ

ナントの退去などに伴い建物全てを購入した。購入後、徐々に内装、外装の改築

を実施している。外装としては、ドーム及びミナレットの設置のほか、窓を上部

がアーチ状のものに変更している。内装としては、元々居住スペースであったも

のを、壁を取り壊し一つのフロアに統合した（イマームの居住スペースのみ別部

屋として残してある）ほか、ウドゥーの設置、トイレ、シャワーなどの増築、キ

ッチンの改築等を行っている。また、隣の敷地は、モスクの駐車場となっている。

近隣にはハラール・ショップが二件位置している。 
 

宗教法人認可の有無 

無し 
宗派・系統 

特になし。 
所属母団体 

タブリーギー・ジャマーアトの活動が盛んであり、主に西日本をカバーするマル

カズ（センター）である。2 ヶ月に一度、全国のマルカズが持ち回りで開催してい

る、カルク・ザリーのためのジョール（活動報告の集い）も実施される。 
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組織形態 

イマーム： 持ち回りで担当しているが、海外からイマームを招へいすることもあ

り、3 階部にはイマームのための部屋も用意されている。 
アミール：マシュワラ（合議）によって決定される。 
合議制：毎週マシュワラを実施し、役割分担や活動方針などを決定している。 

 
2-2.土地・建物の情報 

土地 

所有地 
建物 

持ち家 
名義 

土地＋建物 約 5000 万円 ＊その後改築等の際には別途寄付を募っている。 
 

設立に至る費用工面 

個人：ムスリムからの寄付。他地域のムスリムからの援助。 
団体：無し 
どのように出資を呼びかけたか：電話や対面での 口コミ、他地域のモスクでのア

ナウンス等。 
出資団体の有無 

無し 
出資団体の詳細 

 無し 
モスク維持費捻出方法 

個人の寄付による。各国 2 名の集金責任者がおり、毎月 2000 円を集金する。 
加えて、サダカボックスが設置されており、任意で寄付を行っている。これらの寄

付は、光熱費などの維持費に充てられるほか、他地域からのジャマーアトの交通費

や食費、一ノ割モスクで開催される会合へ参加するための交通費として利用される。 
 

モスクの規模（建物） 

建築形態  

一戸建て 
様式：鉄筋 
建坪：不明 
部屋数：１階 1 部屋（他にウドゥー、トイレなど）、2 階 1 部屋（他にキッチンな

ど）、3 階 2 部屋 礼拝＋多目的スペース、イマームの居住スペース 
階数：3 階建て 
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3.モスクの「場」と「機能」に関する項目 

礼拝（使用）可能日時・時間帯 

 24 時間、土曜日にはタブリーギー・ジャマーアトのプログラム後宿泊する人多数。 
 また、他地域（国内・海外含む）からのジャマーアトが訪れている際も宿泊可。 

共有財（耐久消費財など） 

エアコン、布団（約 100 名分）、冷蔵庫、冷凍庫、炊飯器、調理具、食器、扇風機、

マイク、スピーカー、洗濯機、掃除機、毛布、本棚、本（クルアーン、サハーバ物

語、、ファザーイルアマル、法律、インドネシア語、ウルドゥー語、日本語のイス

ラーム入門書）、時計、絨毯、LP ガス、ドーム、ミナレット、駐車場など 
＊備考：備品は、寄付等による。 
 

「場」と「機能」充実度 

1 階 礼拝スペース、ウドゥー、トイレ、シャワー  
2 階 礼拝スペース、キッチン、就寝スペース 
3 階 イマームの居住スペース、礼拝スペース、就寝スペース（布団等寝具は 3 階

に置かれる） 
 

モスクが行っている活動 

 ①1 日 5 回の礼拝（毎日） 
②金曜礼拝（週 1 回） 
③バヤーン（週 1 回） 
＊日曜日には、女性のためのバヤーン等勉強会が近隣の家で行われる。 

④ターリーム(Taalim)（毎日 1 回） 
⑤土曜日の勉強会（bayan）（週 1 回） 
⑥他地域のジャマーアトの世話（不定期） 
⑦ガシュト（Gasht） 
⑧タシュキール（Tashkeel） 
⑨マシュワラ（毎週木曜日。一ノ割での決定事項報告や、役割分担の決定） 
⑩一ノ割モスクでの会議（ジョール）への参加（月 1 回） 

 ⑪カルク・ザリーのためのジョールへの参加（2 ヶ月に 1 回） 
 ⑫イード（年 2 回） 

 ＊約 1000 人が訪れる。そのため、2 部構成で実施している。第 1 部が、遠方か

らの参加者、第 2 部が近隣からの参加者。 
 

土地選定の理由 

駅に近接していることおよび、現在の場所にムサッラーがあったため、漸次的に拡

大したため。 
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4.礼拝者に関する項目 

規模  

礼拝者人口 

 先週の礼拝者数（礼拝者数全体から金曜礼拝者を除いた数）： 
10～20 人（一日あたり） 

 金曜（土曜）礼拝者数：150 人 
うち日本人：不明 

 固定メンバー：40% 
 流動層：60%（他地域からのジャマーアト等含む） 

 
国籍構成 

 パキスタン、インドネシア、バングラデシュなど 
おおよその滞在資格構成 

 インドネシア：学生・研修、パキスタン：日本人の配偶者等 
職業構成 

 自営業（中古車輸出業、解体業等）、会社員、研修生、留学生 
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監修・執筆者・調査参加者一覧  

 
監修 
店田 廣文   早稲田大学人間科学学術院教授 
 
執筆者 
岡井 宏文 早稲田大学多民族多世代社会研究所客員研究員 
 
調査参加者 （各モスクの調査参加者は下記詳細のとおり） 
店田 廣文 早稲田大学人間科学学術院教授 
小島 宏 早稲田大学社会科学総合学術院教授 
岡井 宏文 早稲田大学多民族多世代社会研究所客員研究員 
手塚 智之 早稲田大学人間科学研究科修士課程 
山縣 敦 早稲田大学人間科学研究科修士課程 
 
1. 東広島ムサッラー 岡井 

2. 札幌マスジド 店田、岡井 

3. マディーナマスジド 店田、岡井、手塚 

4. 仙台イスラーム文化センター 
店田、小島、岡井、手塚、山

縣 

5. いわきモスク 小島、岡井、手塚、山縣 

6. 福岡モスク 店田、岡井、手塚 

7. 別府マスジド 岡井、手塚 

8. マスジドバイトルムカッラム 小島、岡井、手塚、山縣 

9. 新安城モスク 岡井 

 

 

 
付記： 

本調査記録は、「滞日ムスリムの生活世界における多文化政策の影響と評価」2009~2011
年度日本学術振興会科学研究費助成（基盤 C）・課題番号 21530567 および、「イスラーム地

域研究」（研究代表者：佐藤次高，2006～2010 年度人間文化研究機構助成）による研究成

果の一部である。 
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