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３．ムスリム観光客受入セミナー （講習会） 
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（１）セミナー概要 

 
①実施概要 

開催日 平成２５年１０月１０日（木）

時 間 １３時３０分～１６時３０分

会 場 千葉県自治会館

参加者 ８８名 （他、報道陣

 

②次第 

①主催者あいさつ 

     千葉県商工労働部観光企画課課長

  ②講演 

・「ムスリム対応サービスの基礎とムスリム対応ツーリズムの現状

                  

   ・千葉県における訪日外国人観光客の受入れ状況調査の説明

               

  ③休憩  ハラール対応料理の試食

  ④パネルディスカッション

 テーマ：『ムスリムツーリストの受け入れのために

    ファシリテーター：東京工業大学

    パネリスト：NPO 法人日本

          インドネシア

マレーシア投資開発庁

⑤質疑応答／ディスカッション
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平成２５年１０月１０日（木） 

１３時３０分～１６時３０分 

千葉県自治会館 

（他、報道陣１１名） 

千葉県商工労働部観光企画課課長 

ムスリム対応サービスの基礎とムスリム対応ツーリズムの現状」

      ＮＰＯ法人日本ハラール協会 

・千葉県における訪日外国人観光客の受入れ状況調査の説明 

                  ＪＴＢコーポレートセールス 

対応料理の試食 

パネルディスカッション 

ムスリムツーリストの受け入れのために』 

ファシリテーター：東京工業大学 特任講師 

法人日本ハラール協会 

インドネシア共和国大使館 農業担当官 

マレーシア投資開発庁 副所長 

質疑応答／ディスカッション 

 

」 
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③講演内容 

「ムスリム対応サービスの基礎とムスリム対応ツーリズムの現状」

 ＮＰＯ法人日本ハラール協会 

 

講義に対する質疑応答 

 Ｑ 豚はなぜハラールではないのか。

 Ａ 豚は成分が人間に似ている。

 Ｑ 食事を提供するに当たり、この店は豚肉使っているが、このメニューには豚もアルコールも使っ

ていないということでよいか。

 Ａ そのようなお店は今現在もあると思いますが、とんかつがあると

   大きなキッチンの場合は分けることができる。

き来するので、ハラームになる。行きたくはならない

 Ｑ ハラール食材 日本人が調理をして提供するのはよいのか

 Ａ それは問わない。ムスリムが作るのがよいのでムスリムを

用できる。 

 

④県内の受入状況に関する実態調査結果

  事務局より、以下資料に沿って事業概要と県内の外国人受入実態調査結果の速報を報告した。

 1                                 

 
 3                                 
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「ムスリム対応サービスの基礎とムスリム対応ツーリズムの現状」 

 理事長  

のか。 

が人間に似ている。ハラールかハラームかはコーランに書かれているのでハラ

食事を提供するに当たり、この店は豚肉使っているが、このメニューには豚もアルコールも使っ

ていないということでよいか。 

そのようなお店は今現在もあると思いますが、とんかつがあると分かって

大きなキッチンの場合は分けることができる。個人のお店ではどれだけ区切っても見せの人は行

になる。行きたくはならない。 

日本人が調理をして提供するのはよいのか。 

ムスリムが作るのがよいのでムスリムを雇用するとよい。ムスリムがいると信

県内の受入状況に関する実態調査結果 

より、以下資料に沿って事業概要と県内の外国人受入実態調査結果の速報を報告した。

                                 2 

 
                                 4 

 

ムかはコーランに書かれているのでハラーム。 

食事を提供するに当たり、この店は豚肉使っているが、このメニューには豚もアルコールも使っ

分かっていて入るのは躊躇する。 

個人のお店ではどれだけ区切っても見せの人は行

よい。ムスリムがいると信

より、以下資料に沿って事業概要と県内の外国人受入実態調査結果の速報を報告した。 
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  5                                 

 
 7                                 

 
  9                                 

 
  11 
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 ⑤ハラール食試食 

 

 休憩時間を利用して、㈱二宮のケータリング・

 てんぷらなど和食のメニューも織り交ぜて構成してもらい、ハラ

特別なものではないことを伝えた。
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ケータリング・ハラールメニューの試食を行った。

てんぷらなど和食のメニューも織り交ぜて構成してもらい、ハラール食が必ずしも

ないことを伝えた。 

 

 

  

ルメニューの試食を行った。 

ル食が必ずしも 
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 ⑥パネルディスカッション内容 

 

パネルディスカッション概要 

モデレーター 東京工業大学大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 特任講師 

パネリスト 

・日本ハラール協会 

・駐日インドネシア共和国大使館農業担当官 

・マレーシア投資開発庁 副所長 

・ヒルトン成田ホテル 営業部 アカウントディレクター 

 

     

 

【モデレーターより】 

最初に千葉県の方にお願いしておきたいのですが、ムスリムやベジタリアン対応だけではなく、で

きればユダヤ教徒のカシュートなども加えていただくとよいと思います。見た目では分からない人の

中にも、食を意識している人がいます。ハラール、ベジタリアン、カシュートの方々は、この食べ物

は何からできているのか、何が入っているのかという情報が重要です。見た目に分からないものに豚

や動物の要素が入っていないかムスリムの方は意識していると思います。 

 

また、レストランで英語のメニューがあるだけでも助かると思います。料理の材料について細かい

情報を開示していただく、すぐに分かる環境になっていると助かると思います。今日本に来ているム

スリムの方は大半がスマートフォンを持っているので、お店にフリーＷｉＦｉがあれば、それで調べ

ることもできます。情報が開示されていれば自分で食べるものを選ぶことができます。 

 

  認証を目指していくのはよいのですが、情報を開示していくことから始めて、ムスリムのニーズが

分かったら、さらに先に進めていくのがいいと思います。認証で要求されているレベル、食品安全の

レベルまでいかなくても、お母さんの手作り料理レベルでのハラールもある。基礎的な食品のハラー

ル認証を進めていただければ、お母さんレベルから始めて、その後で認証にもっていくこともできま

す。 
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 豚と犬はナジスとして穢れのレベルが違い不浄度が非常に高いとされており、豚を使ったものを使

うには宗教的な洗浄など専門的な知識が必要になります。そのため、キッチンに関しても分ける必要

があるということを理解していただきたいと思います。 

 

また、断食月はイスラムのカレンダーで９か月目で、毎年少しずつずれてきますが、ネットなどで

調べることができます。 断食月にホテルの受入れをするのであれば、夜中の食事のサービスなどが

あるとよろこばれると思います。 

 

礼拝施設は、男女別に必要ということですが、衝立をするだけでも違います。女性は部屋でお祈り

する場合もあります。金曜日は集団でやる必要がありますが、それ以外は寝室にキブラがあってお祈

りのスペースがあればよいと思います。ホテルや旅館で特別な礼拝施設を必ずしも作らなくてもよく、

お浄めの場所があるにこしたことはありませんが、なければトイレでもよい。足を洗う時トイレを濡

らしてしまうこともありますが、礼拝の前に雑巾で拭くとまた穢れてしまいますので、そのようなこ

とへの理解も必要だと思います。 

 

まずは、あまり構えず、できる範囲から始めていただくことが大切であると思います。 

 

＜A 氏＞ 

本日はみなさんとお話しできうれしく思います。最初に日本に来た９４年、その時は習慣や食文化 

より、一番難しかったのは漢字でした。一番困りました。インドネシアとマレーシアと日本は料理の

源流が一緒、野菜、お米、果物など、日本で自分の料理を作るのにはほとんど問題はありません。豆

腐も納豆（テンペ）もある。１年間京都に住んだ経験があり、私が納豆を食べているのに関西の人は

みんなびっくりしていました。 

インスタント麺は乳化剤と油脂が入っており、その当時インターネットはなかったのでカスタマー

サービスに電話を入れて、動物由来・植物由来かを確認しましたが、ほとんど動物由来を使っていた。

あと、肉は埼玉の秩父でパキスタン人が自分の牛を売っていたのを買っていましたが、今は注文でき

なくなりました。私の感覚から、11 年前の生活はけっこう大変でしたが、今はほとんど問題なくなっ

たと思います。肉、肉由来と醤油、日本料理で使うみりんも困ります。 

 

＜モデレーター＞ 

醤油について補足しておきますと、自然発酵で添加物のない醤油であれば大丈夫です。アルコール

を保存のために人工的に添加するものはだめですが、今は認証のとれている醤油、味噌もあります。 

 

  ＜B 氏＞ 

自分が１０年前に学生できたときには、日本人はハラールに興味を持っていませんでしたが、１０

年前と比べて、今日は皆様約１００名出席で、ハラールに関心が高いこということで驚いています。 
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  今回は千葉県ということですが、自分の働いているＭＩＤＡには他の県からもハラールの認証につ

いてや、ハラール商品を作るにはどうしたらよいのかという問い合わせを受けています。 

 自分の経験から申し上げますと学生だったころは、学校にお祈りの場所がなく困ったことがあり、

ます。その場合にはいったんクラスをはなれ自分の部屋でお祈りをしてから戻るということをしてい

ました。神奈川県の秦野市にいた時には、近くにハラールフード、レストランなどはありませんでし

た。ツナサンドを食べたり、野菜やシーフードを自分で作って食べていました。 

最近ではハラールの食材を提供するお店があります。ハラールはムスリムだけではなく、日本人に

とっても良い食材です。ハラール食材を提供するお店が増えるとムスリムの学生や仕事の方々がよろ

こぶのではないでしょうか。 

 

 ＜モデレーター＞ 

外食は困られたようですが、自分で外食される場合、どのようなところにいらしていますか。ムス

リムの方を接待する時にはどのようなところに案内していますか。 

 

＜A 氏＞ 

インドネシアレストラン（お台場、目黒）、マレーシアレストラン（池袋）など、それ以外は  日

本の和食であれば、だいたい魚なので困ることはありません。 

ファミレスはサイゼリア。素材、原料を見ることができます。あとはスシローやかっぱ寿司、ラー

メンは東京駅の中に京葉町があり、そこにタンタンラーメン（ベジタリアンラーメン）があります。

六本木にもマレーシアハラルの焼肉がある。シェリナ（高級）（六本木・新宿）のしゃぶしゃぶ、かに

しゃぶ。ジョナサン、天屋など。天屋で問題なのは醤油ですが自分の醤油を持っていけば大丈夫。 

蕎麦、うどんも行きます。ジャカルタにもうどん屋さんがあります。 

 

＜モデレーター＞ 

ハラール認証のレベルではなく、自分で中身を見て判断しています。ハラール認証のあるレストラ

ンの方が望ましいですが、今の日本では情報から判断して食べています。 

 

＜A 氏＞ 

予約をするときにも確認しています。 

 

＜B 氏＞ 

友達や仕事仲間が来たときには、日本食を食べたいといいますが、残念ながら限られたところしか

紹介できなません。例えば シーフード、てんぷら、寿司専門レストランなど、本当は焼肉やしゃぶ

しゃぶも紹介したいですが、肉がハラールかどうか気になっています。 

もちろん、只今おっしゃたように、日本にもハラールレストランがありますので、マレーシア、パ

キスタン、イラン、インドネシアといったところです。あとは、日本に来たときに食べたいのは お

せんべいや日本お菓子です。これはハラールかハラールではないかを確認してから買っているようで

す。 
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＜モデレーター＞ 

聞いてみて、読んでみて判断する。よその国では認証のものがなければ情報で判断します。私もよ

く聞かれますが、説明をすると信用される。相手に私が知識があるように伝えると信用される。知識

がない人が言っても信用できません。やはり日本人が勉強することも重要だし、情報を伝えていくこ

とが重要です。 

日本ハラール協会では、ムスリムフレンドリー、ムスリムレストランなど調査されていると思いま

すが．．．。 

 

＜Ｃ氏＞ 

ハラール肉を使っているか、どこの認証団体が認可したものか、アルコールの扱い、ムスリムシェ

フ・オーナーはいるか等を確認して情報を開示しています。 

 

＜モデレーター＞ 

日本はかなりハラール肉を輸入しています。ブラジルからチキンをたくさん輸入していますが、安

いからといって普通に食べているもの、オーストラリアから来ているビーフは実はハラール処理され

ていたりします。 

 

＜Ｃ氏＞  

業務スーパーではブラジルの鶏肉を売っています。そこで加工されて並べられているものや２キロ

パックなどで売っていてたいへん助かります。それがないとモスク近くのハラールショップやインタ

ーネットで買わなければならないので、それができるようになると大変助かります。 

 

＜D 氏＞  

今日はかなりショックを受けています。私が考えているほど甘くはない。メニューを書くとき、マ

レーシアやインドネシアの人がいるので料理長にノーポークの料理をお願いして、ノーポークと書い

ています。アルコールは飲まないのは知っていました。イスラムの方は１日５回お祈りをするという

ことで、お祈りの場所を確保してほしいということが時々あり、宴会場など空てるところを提供して

います。キブラも検討しようかと思っています。成田地区には２０位のホテルがあり、総支配人会議、

料理長会議、営業会議など、各部会ごとに研究しています。今日も来週の会議のために聞いていまし

たが、聞けば聞くほど厳しい。お二人のお話を聞いていると日本に長く住んでいても苦労しているよ

うです。朝は基本的にバイキングを食べていただいており、今までに１回もクレームはありませんで

したが、本当は不満なのですね。 

 

＜A 氏＞ 

バイキングだと助かります。 
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＜D 氏＞ 

料理の前に魚、肉などは分かるように日本語、英語で表記しています。皆さん選んで食べていると

思いますが、パンもいろいろな種類を用意している。特に問題になるのはインセンティブツアーでよ

くあるのですが、夜の宴会などのメニューはかなり厳しくチェックされ、１回２回書き直してＯＫと

いうことになることが多いです。 

もう一つ、お肉の認証の件はよくわかりましたが、野菜、魚はどうですか。 

 

＜C 氏＞  

野菜は基本的に認証の必要はありません。果物もない。厳密には肥料にナジスが含まれて 

いないか見る場合もあります。魚はイスラム法学の４大学派の内の１つだけでうろこのない魚はだ 

めですが、全般的には海のものはよい。 

 

＜モデレーター＞ 

インドネシアの方にインタビューすると、ビュッフェで豚肉、ハムなどのあるコーナーと野菜や果

物などのハラールを分けてほしいとよく言われます。 

  お祈りは１日５回ですが、短期で旅行に来ている人の場合には３回にまとめることもできます。暁、 

正午、日没時のお祈り、旅行の日程もその３回を配慮してもらえればずいぶん楽になります。 

また、インドネシアで高い果物、いちご、りんご、かき、なしなど、あとはスイーツなどがでると 

喜ばれます。 

 

【質疑応答】 

 

Ｑ食品メーカー：千葉県担当者 県としてのガイドラインを作る予定はあるのか、その際にはどのよう

な基準でというようなことがあれば、教えて頂きたい。 

Ａ千葉県：県もハラールについて研究を始めたばかりですので、ガイドラインについては現時点では想 

定していない。今後研究を深めるなかで、どのような取り組みを県として行うかを検討 

していきたい。 

 

＜モデレーター＞  

食以外の点で苦労した点など教えていただけますか。 

 

＜Ｃ氏＞ 

出かけた際に一番気にするのは礼拝の場所と時間。どうしてもしなければならい時は階段 

の踊り場や、私は女性ですので授乳室でします。観光客はそういうことができません。女性は人前 

で特別な行為をするのは難しい。女性の場合は外でするよりは家の中でした方がよい。 
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＜A 氏＞ 

観光の時、はとバスなどで行くと、礼拝場所と時間、特に時間に困ります、日帰りは時間が厳しい。 

１０分位あるとうれしい。今幕張でフラワーエキスポをしていますが、礼拝の場所を探すのが難しい。

アウトレットが人気なので、礼拝所ができればいいと思います。 

 

＜B 氏＞ 

同じ意見、関西国際空港にはお祈りの部屋がありますが、成田にはないと伺っている。今後検討し

ていただきたい。（注：その後、成田空港にも設置された） 
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  ⑦参加者評価（セミナー参加者アンケート結果

 

   

           【講義のテーマ・内容について】

 

 

 【セミナーを通してムスリム等外国人の受入に前向きになれたか】
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参加者アンケート結果） 

【講義のテーマ・内容について】                   【パネルディスカッションについて】

 

ミナーを通してムスリム等外国人の受入に前向きになれたか】       【セミナーに対する総合評価】

 

   

【パネルディスカッションについて】 

 

【セミナーに対する総合評価】 

 

 


