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  ハキム（仮名）さん（35歳 小売店主） 
妻  （25歳 主婦） 
母  （53歳 主婦） 
弟  （22歳 小売店主） 
弟  （18歳 日雇い労働者） 
弟  （15歳 別居 町で働いている） 
弟  （10歳 学生） 
長男（6歳 学生） 
次男（2歳） 

 28,000 タカ / 月 

雑貨屋、肥料店を運営 

週7日 

ハキムさんは知らない場所に旅行するのが好き。 

長男が宗教者に、次男が医者になることを望んでいる。 

大きな店の経営者になることがハキムさんの夢。 

今、商品を楽に運べるようになる貨物車が欲しい。 

 ハキムさんの祖父は農民で、父親は1988年に重い心臓病になるまで約25年チッタゴン港で働いていた。ハキムさんは 

35歳で、チッタゴンの農村部に住んでいる。既婚で2人の子供がいる。彼は大家族で暮らしている。母と3人の弟が一緒 

に住み、もう一人の弟は仕事の関係で町に住んでいる。弟たちは結婚していない。父が2004年に亡くなって以来、彼が 

一家の主たる稼ぎ手である。彼は2つの店を持っている。まだ学生の１人を除いた3人の弟も働いている。世帯収入は 

月28,000タカになる。長男はアラブ語教育を受けているが、次男はまだ2歳。妻と母が一緒に、家事全般をこなしている。 

 

 ハキムさんの父親が1998年に5万タカを投じて雑貨屋を始めた。 

投資額は港湾へ自由に入れる権利の売却金25,000タカと土地売却 

の26,000タカであった。店の広さは54㎡で自宅から近い。父の死後、 

彼が店を引き継いだ。店に隣接して小規模の養鶏場を持っており、 

さらに2011年から肥料店を開いている。親戚から10万タカを借りた 

がまだ返却していない。 

 ハキムさんが肥料店を運営し、弟が雑貨店と鶏を売る店を運営し
ている。ハキムさんの肥料、殺虫剤、種などの小売を行う店は家から 

歩ける距離にある。店は朝7時に開け、夜10時に閉めている。 

運営している肥料店 

■調査実施日：2013年8月  

■調査場所   ：チッタゴン市 パティア（農村部） 

■調査対象   ：ハキム（仮名）さんの一家 

■換算レート ：1ドル≒77.82タカ（バングラデシュ タカ  2013年8月末）  



 

 [Z1]Needs to omit the deposit made by the HH amounting to BDT 1,000, and alsoreturn part 

収入
内 

  

 月に2度、卸売りから肥料、種、殺虫剤を仕入れて店に並べ村人に売っている。収穫後に肥料代を払う農民もいる。 

彼は休日なしで働いている。2月から7月が最も売れる時期である。 

 彼の弟は雑貨店の方でビスケットやクッキー、食用油、飲料、米、小麦、タバコなど様々な物を売っている。兄と同様に 

無休で店を開けている。朝と晩が雑貨がよく売れる時間で、鶏は朝によく売れる。週に1度、卸業者から仕入れている。 

冷蔵庫が店にある。雑貨と鶏の店にそれぞれ月600タカを払っているが、田舎の家賃は非常に安い。 

 ハキムさんと2人の弟で月に28,000タカを稼いでいる。 

それ以外の蓄えや配当、利子などの収入はない。収入 

の大部分を食べることに費やしている。断食明け大祭 

と犠牲祭の2つの最大の祭礼の期間は、いつもより多く 

支出する。毎月旅行や娯楽を楽しむことはなく、自分の 

店に必要な商品や肥料などを運ぶ費用に使っている。 

養鶏場 雑貨屋 
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弟 

運営  運営  

収入 

日雇労働（2番目の弟 同居） 

自営（2店舗） 

仕送り（4番目の弟） 

支出 

食料費 

学費 

電気代 

調理用燃料 

通信費 

店の家賃 

医療費 

娯楽 

2大祭礼時の支出 

被服 

交通費 

（年額55,000タカの月割り） 

（年額10,000タカの月割り） 

（自宅800タカ/店700タカ） 

収入内訳 （タカ） 

日雇労働 (2番目の弟 同居) 4,000 

自営 (2店舗) 22,000 

仕送り (4番目の弟 町に居住) 2,000 

月収： 28,000 

支出内訳 （タカ） 

食料費 12,000 

学費 2,000 

電気代 
（自宅800タカ/店700タカ） 

1,500 

調理用燃料 700 

通信費 500 

店の家賃 1,200 

医療費 500 

娯楽 700 

2大祭礼時の支出 
（年額55,000タカの月割り） 

4,600 

被服 （年額10,000タカの月割り） 900 

交通費 1,000 

計： 25,600 



 ハキムさんの祖父が1960年にこの家を建てた。彼を含めた 

3家族が4ユニットに分かれて住んでいる。ハキムさんは1ユ
ニットを使い、2ユニットは叔父の家族が、残り１ユニットを従兄 

弟の家族が使っている。総面積は295㎡で分割されていない。
家は泥で作られ屋根はトタン板で覆われている。ハキムさん 

の部屋の天井は合板を使っているが他の部屋の天井は竹が 

使われている。4ユニットの各ユニットに3部屋あるが台所は 

ない。家の裏に共用のトイレがある。飲用の井戸が一つあり、 

家の裏手に溜池がある。家の前に子供が遊べる庭がある。 

しかし、雨の日は通路も庭もぬかるんで滑りやすくなる。家に 

電気が通じている。 

 ハキムさんは叔父の家族との関係が良くないため、何事も 

決めるのが難しくなっている。そのため長年同じ屋根の下に 

暮らしている。 

  

家の外観 合板の屋根 泥で塗られた家の壁 竹の屋根 

家財道具は多くない。ハキムさんは電気製品を買う時には価格を考慮する。日本の家電製品が一番好きだが、高価格
のため買えないでいる。家に4つの照明灯と天井扇が3台、5台の携帯電話を持っている。携帯は全てノキアブランドで他
の電気製品は国産である。 

 水浴びや洗濯、野菜や魚などを洗うのに 

池の水を使っている。家の裏に政府が掘った 

井戸があり、飲用の水源としている。 

 トイレは不衛生で、週に1度も掃除をしない 

ため、いつも悪臭が漂っている。トイレの廃水 

を直接池へ流している。その他のゴミも池に 

捨てている。 

 ハキムさんは家と店以外の資産を持って 

いない。彼は4人の兄弟と共に池の7分の１を 

保有している。貯蓄ができないし、自分の収入 

では土地も買えない。 

水浴び・洗濯場所 

トイレ（外観） 

トイレ（内部） 

井戸 

家の前の通路 
（雨天時） 

家の前の庭（雨天時） 
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井戸 
（屋外） 

ベッド 

1番目の部屋 
窓 

食事をする 
場所（床上）  

壁に掛けた
棚 

油や 
歯磨き粉の 
置き場所 

トイレ 

通路 

玄関ドア 

ドア 

ドア 

ドア 

ドア 

2番目の部屋 

3番目の部屋 

4番目の部屋 

衣服や 
椅子を置く 
場所 

木製 
飾り棚 

金属製の棚 竹製の台
（米や小麦、
香辛料など
の置き場所） 

吊り棚 
机 

壁に写真額 

窓
 

ベッド 

布地掛け 

木製 
飾り棚 

金属製棚 

台所部分 

木製の棚 

ペット用 
の箱（台
の下に） 

竹製の台
（調理器具
や水瓶の 
置き場所） 

水浴び/洗濯場所 



水の容器 小麦、小麦粉、香辛料などの置き場所 米の保存壷 吊り戸棚 

油や歯磨き粉の置き場所 来客用の椅子 
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 家財道具は多くない。ハキムさんは電気製品を買う時には価格を考慮する。日本の家電製品が一番好きだが、高価格 

のため買えないでいる。家に照明灯4つと天井扇が3台、5台の携帯電話を持っている。携帯は全てノキアブランドで他の 

電気製品は国産である。 

 

扇風機（充電式） テレビ スピーカー ライト 
（充電式） 

 収入が少ないため高価な家財道具は家になく、長年古い物を使っている。義弟から外国製の石鹸と香水をもらって 

使ったことがあるが、値段が高いので外国製品は買ったことはない。自分の店で石鹸、油、小袋のシャンプーを買うだけ 

だ。妻は金の装飾品は持っておらず、地元の市場で買った金属製の装飾品をつけている。 

 飲用水はアルミの壷に溜めている。自分たちが一日にどのくらいの水を使っているかを知らない。 

ビスケット・粉乳・菓子などを保管 

化粧品・石鹸箱・時計・装飾品 
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 普段、米や油などの食品類は自分の店で調達する。野菜、魚、肉、果物や家庭用品は必要な時に最寄りの市場で買う。 

月曜と木曜の週2回、村に市が立つ。薬、仕立屋、家電修理など様々な店が市の近くにある。祭礼の時には衣服を買い 

に町に出る。電気製品や家具を買う際にも、村から30km離れた町に出なければならない。値段が高いためショールーム 

には行ったことがない。買い物の時に外食はしない。 

魚屋 肉屋 果物屋 

薬屋 地元の野菜市場 

雑貨屋 雑貨屋 服屋 

午後の軽食 野菜 かご 

調理器具（鍋など） 

日用のポット 
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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 ハキムさん 平日           妻 

06：30 AM 起床、洗面、水浴び、お祈り  

店を開ける 

05：30 AM 起床、洗面、ペットに給餌、 

掃除と食器洗い 

08：00 AM 家に戻り朝食 

再び店に出る 

06：30 AM 朝食の用意 

08：00AM – 01：00 PM 肥料や種の販売など 07：00 AM 子供の学校の準備 
（イスラム学校） 

01：00 PM 家で昼食とお祈り 07：30 AM 朝食 

03：00 PM 店に行く 08：00 AM 店から戻った夫に朝食 

05：00 PM 間食、お祈り 08：00 AM – 01：00 PM 昼食の用意、義母の世話 

10：00 PM 帰宅、お祈り 01：30 PM 入浴 

10：30 PM 家族と夕食 02：00 PM 昼食 

10：30 - 11:30 PM 家族とのおしゃべりや 

テレビを見る 

02：30- 04：00 PM 休憩 時々は昼寝 

12:00 AM 就寝 04：00 – 05：00 PM 近所の人とおしゃべり 

05：30 PM 間食 
（家で作ったり、買って来たり） 

06：00- 09：00 PM テレビを見たり 

家族とおしゃべり 

09：00 – 10：00 PM 夕食の準備 

10：30 PM 家族と夕食 

10：30 – 11：30 PM 食器洗い 就寝の準備 

12：00 AM 就寝 

ハキムさんは休みを取らず毎日店を開ける。ただし、金曜日は特別なお祈りのため店を正午に閉める。 


