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調査実施日： 2013年8月29日 
調査場所：    チッタゴン市バコリア区 
調査対象：    アリさん（仮名）一家 
換算レート：   1ドル≒77･88タカ(BDT 2013年12月現在) 

  夫 ：アリ（仮名）さん（42歳） 
妻 ：(31歳)/主婦 
長男：(5歳)/小学生 
次男：(2歳)/未就学 

約44.000タカ/月 

月会社員（服飾工場職員） 

週6日 

一番欲しいものはパソコン。シンプル･ライフを好み、
長男を医者に、次男をエンジニアにするのが夢だ。 

 アリさんは、チッタゴン市の市街地に在住。妻は専業主婦で、二
人の息子がある。初等教育を農村で終えた後、チッタゴン市に移
り1995年に高等教育を卒業、1998年に就職、2006年に結婚した。
それ以来、同市で妻や子供たちと共に核家族で暮らしている。郷
里には3人の兄弟姉妹がいる。 
小説の読書が趣味。日刊新聞と雑誌を講読し、最新の政情に関
心があり、テレビニュースを毎日欠かさず見ている。見知らぬ場所
を訪れ、友達と過ごすのが好きで、一番欲しいものはパソコン。冬
の間親戚や近所の人々から古着を集め、同じ地区の貧しい人々
に配るなど、貧困層に常に何かしてあげるようにしている。敬虔な
回教徒で、日に5回祈りをささげる。 

 アリさんは1998年からチッタゴンの輸出加工区(CPEZ)に入住

する服飾メーカーの工場に品質管理者として勤務。主に輸出
用ジャケットの品質検査に携わっている。自宅から職場への通
勤時間は約1時間で、会社手配の通勤バスを利用している。会

社の福利厚生としては、医療費、昼食費、間食支給があり、残
業代が支給され、生命保険も会社にて付保されている。勤務は
週6日間 8:00から17:00までであり、金曜日は休日となる。通常
朝6:30に家から出勤し、19:30に退勤して畑仕事に向かう。 

アリさんの家族 

会社専用通勤バス 

勤務工場正門 
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支出内訳(タカ） 

食費 10,000 

ローン支払い 7,200 

家賃 (含：光熱費) 6,000 

教育費 5,000 

交通費 3,000 

保険医療費 3,000 

祭礼 (年2回の犠牲

祭 35,000タカ)  
2,919* 

娯楽(１回につき) 1,000 

貯蓄 1,000 

衣料(２回の犠牲祭

の際10,000 ) 
833* 

通信費 500 

合計 (バングラデ

シュ･タカ) 
40,452 

収入内訳(タカ） 

給与 35,000 

残業代 (月により異なる) 8,000 

農業 (年間6,000タカ) 500* 

合計(バングラデシュ･タカ) 43,500 

収入 

給与 

残業代 

農業  

  支出 

食費 

ローン支払い 

家賃 (含：光熱費) 

教育費 

交通費 

保険医療費 

祭礼 

娯楽 

貯蓄 

衣料 

通信費 

収支の特徴:   

アリさんの定期収入は月給

の43,000タカだが、これに

加え年間6,000タカの農業

収入がある。 

 アリさんは2007年に50,000タカで各々401平米の土地を２ヶ所購入した。この他、232平米の土地4ヶ所と2軒の家を父
親より相続しており、現在の資産総額は3,000,000タカ以上である。また毎月1,000タカを払って７年満期の定期預金を
積み立てている。 
  
また、自宅を新築中であり、そのため3,500,000タカの銀行ローンを組むと共に、親戚から70,000タカを借り入れ、毎月
7,200タカを銀行に返済している。 

*月平均換金額 

*月平均換金額 



 アリさんは現在の4階建て賃貸集合住宅に引っ越して7年になる。自宅はその2階から4階にあり56平米、3部屋(トイレ、
キッチンを含む)で、家賃は電気、ガス料金を含み月額6,000タカ。24時間水道水が使え、煮沸して飲み水としている。トイ
レは二つあり定期的に洗浄して衛生を保っている。住宅前には共用スペースがあり、長男と次男が遊び場にしている。
同住宅の住民は主に銀行家。 
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トイレ 4階 ベッド 4階 

鏡台 冷蔵庫（日立） 

ベッド 3階 
衣装箪笥（合板製） 

応接セット 

トイレ 2階 

食器戸棚（木製） 
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 電気製品は多くないが、ほとんどが日本製。テレビは7年前に21,000タカで購入、冷蔵庫(日立)は8年前に27,000タカで、
DVDプレーヤー(ソニー)は5年前に5,000タカで購入した。その他充電式ライト２つと充電式扇風機1台。サムソンと華為技
術(中国)製の携帯電話を1台ずつ持っているが、ノキア製を持てればと思っている。 

 家具としては、ソファーセット1組(6年前に16,000タカで購入) 、ベッド2
台(合計34,000タカ、8年前購入) 、食卓1卓 (8,000タカ、5年前購入)が
あり、プラスチックの籠、衣服掛け、木箱、スチール製食器戸棚、アル
ミの甕などを使用している。 

テレビ (ソニー) 充電式ライト 

台所用具 

中に保存用瓶
が入っている 

かご 米櫃 
衣服掛け 

水瓶 

香辛料を擂る板 

化粧品:  
 アリさん夫妻が使用する化粧品はそれほど多くない。石鹸､シャンプー､ヤシ油を通常使っているが、特別な日には
アリ夫人が口紅やアイシャドーを使用する。自分たち自身の好みで選んでいるが、時にはテレビ･コマーシャルの影
響を受けることもある。 
 
 健康への配慮: 
 
 
 
 
 
 
ごみの管理: 
 家庭ごみは一つのゴミ籠に集め、市のごみ収集車が集めに来るが、家の近くのゴミ箱に捨てることもある。 
 
乗り物: 
 アリ夫人は普段、子供の学校に行く際リキシャを使うが、家族で公園や親戚の家を訪ねる際にはCNGバスを利用
するようにしている。たまに長距離を旅行する際にもCNGバスに乗るようにしている。  
 

 アリ夫人は衛生に気を付けており、家族の服を定期的に石鹸や中性
洗剤で洗濯している。２ヵ所のトイレは“Harpic”(洗浄剤)で、床も水で毎
日掃除している。子供たちには日に2回の歯磨きと食事前やトイレ後の
手洗いを躾けており、家族が体調を崩した際は医者に連絡する。 

充電式扇風機 
（国産） 
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フライパン 

  

買物の種類 買う場所 買う頻度 

野菜 近くの食料品店 週1回 

肉･魚･野菜 在来市場 〃 

果物 〃 月4-5回 

衣料品 町の衣料品店 必要に応じ 

日用品 在来市場 〃 

家電製品 〃 〃 

食器(陶器) 台所用品店 〃 

文房具 近くの文房具店 〃 

化粧品 在来市場 〃 

 アリさん一家に使用人はおらず、アリ夫人が三食を料理する。料理には香辛料と大豆油を多く使用し、ガスで調理を
行っている。朝食は、通常5時半に作り、メニューはパンに卵と野菜。毎日の昼食は、普通の日は米にダル豆と野菜で、
週末の昼には鶏や牛、魚の干物のカレーを加える。夕方には麺やケーキなどの軽食を子供たちに作り、時にはファー
ストフードやアイスクリーム、サンドイッチを買ってきて与えることもある。夕食は夜10時で、ほとんどの場合、昼食と同じ
ようなものが食卓に上がるが、ちがう献立を作ることもある。アリさん夫妻は健康志向が強く、子供たちには体に良い飲
み物やジュースを与えるよう心掛けており、家族揃ってショッピングに出る、或いは旅行をする場合、ビスケットやチップ
ス、コーヒー、ケーキ、ジュースといったもので食事を済ませている。 

アリ夫人は来客の際ポラオ米(粒の

小さな高級米)と牛や鶏肉、魚の料理

を作る。冬にはケーキなどの伝統料

理を家族のスナックとして料理する。 

香辛料・塩 カッター コンロ 大豆油 

小麦粉 香辛料 子供用スナック 

祭礼の前に町で服や化粧品などの買い物をし、その際、食堂で軽食やジュースな
どの昼食をとることがある。 

街頭の露店 果物屋 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾓｰﾙの衣料品店 

在来市場の八百屋 青物市場 

在来市場の魚屋･八百屋 魚の干物 
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【免責事項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できる
だけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事
態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

  

平日 週末 

5:00 AM 起床、出勤の準備；歯磨き、入浴、着替えなど 8:00 AM 起床、歯磨き、入浴など 

6:00 AM 朝食 8:30 AM 青物市場へ買い物 

6:30 AM 出勤 10:00 AM 朝食 

8:00 AM 勤務 11:00AM テレビを見る 

2:00 PM 昼食 2:00 PM 昼食 

2:30 PM 勤務 3:30 PM 午睡 

5:00 PM  間食 (会社支給) 5:00 PM 子供たちと公園や親戚の家へ行く 

7:30 PM 退社 9:00 PM 帰宅 

    10:00 PM 家族と夕食 

9:00 PM 帰宅後子供たちと共に過ごす 10:30 –  

11:30 PM 

家族と会話、テレビを見る 

10:00 PM 夕食 11:50 PM 就寝 

10:30 - 

12:00 PM 

家族と会話、テレビを見る     

12:00 PM 就寝     

毎日5回祈りをささげる（4:45 AM, 1:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM ,8:30 PM） 

平日 週末 

5:00 AM 起床、家族に朝食を準備 8:00 AM 起床、家族に朝食を準備 

6:00 AM アリさんに朝食を出す 10:00 AM 家族に朝食を出す 

7:30 AM 長男に登校準備をさせ、朝食を出す 10:30 AM 朝食 

8:30 AM 朝食、家事(昼食の準備、洗濯、台所洗物等) 11:00 AM 家事(昼食の準備、洗濯、台所洗物等) 

12:00 PM 下校する長男を迎えに行く 2:00 PM 昼食 

2:00 PM 昼食 5:00 PM 子供たちと公園や親戚の家へ行く 

5:00 PM  子供たちに間食を与え、一緒に遊び場に行く 9:00 PM 帰宅 

6:30 PM 子供の勉強を見る 9:30 PM 家族と会話、テレビを見る 

9:00 PM 家族と会話、テレビを見る 10:00 PM 夕食 

10:00 PM 夕食 10:30 –  

11:30 PM 

家族と会話、テレビを見る 

10:30-12 PM 家族と会話、テレビを見る 11:50 PM 就寝 

12:00 PM 就寝      

祈りの回数、時刻はアリさんと同様 

アリさん 

妻 


