
  

Copy rights(C) 2013 JETRO. All rights reserved. 

     

    
                          

■調査実施日 2013年8月 
■調査場所：   ダルエスサラーム市 
■調査対象：  ジャカヤ（仮名）さんの一家 
■換算レート： 1米ドル ≒ Tsh 1,620  (タンザニア シリング 2013年8月末) 

夫：ジャカヤ（仮名）さん（33歳）、 
妻：（29歳）、 
長女：（2歳半）、 
姉の子供：（7歳）、 
ベビーシッター/家事手伝い（19歳） 

月 Tsh40万 

夫は旅行会社の経理、妻は幼稚園教諭 

夫：週休1日(日曜日) 
妻：週休2日(土、日曜日) 

夫：モロゴロ州キンゴルウィラ村 
妻：ダルエスサラーム州キマラ地区 

オートバイでダルエスサラーム市内へ 
（自宅から約20km) 

建築中の幼稚園の掃除 

（妻の職場） 

サッカーのテレビ観戦 
ビリヤード 

カリアコー市場 

（電化製品など） 

コンピューター 
カーペット（居間用） 

溜まった家事を片づける 
宗教の本を読む 

テレビを見る 

歩いて5分くらいの近く

の店や市場（日用品） 

服、アクセサリー 
コンピューター 

夫のオートバイに乗って途中から乗合バス、 
帰りは乗合バス 

 ダルエスサラームの市内にオフィスのある旅行会
社の経理を担当している。2006年から勤務している。

日本を含め、海外からの旅行客やビジネス客が多
い。オフィススタッフは9名、レンタカー業務もあるの
で、他にドライバーが11名いる。勤務時間は月～金
は8時から4時。土曜日は8時半から12時半まで。 
 

 自宅から5ｋｍほどのキマラという場所に2部屋の
幼稚園を建設中。 
 1部屋はできあがったので、そこで既に4～6才の幼
児を8名ほど集めて幼稚園を始めている。月謝は
Tsh30,000。幼稚園に備え付けるミネラルウォーター
代（20リットルでTsh18,000）や、消耗品代などを除く
と一月の手取りはTsh100,000ほどである。 
 結婚前に6年間幼稚園教諭を務めた時に貯めた
Tsh300万を元手にしている。親と同居だったので、

貯金できたとのこと。貯めたお金はすでに支出して
しまったので、ABC銀行にTsh50万（約30万円）の

ローンを申請中。 
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・1ヶ月の収入内訳 （夫給与Tsh300,000+妻給与
Tsh100,000=Tsh400,000（夫のボーナスが年に1回あ
り、一月分の給与相当額が支給される） 
 
・支出内訳（食費30％、住居費15％、 
人件費：7.5％、水光熱費11％、 
交通/通信費14％、保健医療費4％、 
日用雑貨/被服4％、その他14.5％） 

支出内訳 収入内訳 

   住居は借家で、同じつくりの7軒が連なっている長屋である。居間、台所、トイレ兼
シャワー室、寝室からなる。ハミシ一家は2010年1月からここに住んでいる。家賃は月
Tsh60,000（約3673円）で1年分大家に前払いする必要がある。ハミシさんが会社から

家賃分を前借して対応している。ハミシ一家は据え置きだが、今年新たに長屋に入居
した家族は月Tsh70,000の家賃を払っているそうだ。電気はあるが、水道はない。小型
トラックの水売りが来るので、1週間分を200リットルTsh2,000（約122円）で購入してい

る。トイレは汲み取り式である。寝室に夫婦と娘が、居間にファトマさんとアダさんが眠
る。 
 テレビ、DVDプレイヤー、デジタル放送受信用のデコーダー、冷蔵庫、ラジオ（故障し
た）は中古で購入。アイロンとミキサーは新品を購入した。CDラジカセは音楽家だった
ハミシさんの父の形見である。 
 

 携帯電話はハミシさん、ハリマさん、アダさんが所有。全員ブランドはサムスンであ
る。サムスンは丈夫で壊れにくいそうだ。また、SIMカードを2種類入れられる機種も多
いから使い勝手がいいらしい。タンザニアでは、SIMカード（1つTsh1,000程度）を複数
所有し、経費節減のために相手によって使い分けている人が多い。 
 
 通勤用に150ccのインド製オートバイを所有している。1年半前に190万シリングで購
入したバイクを160万シリングで売却し、ボーナスを足して、現在の同じメーカーの同じ
型のバイクを200万シリングで昨年12月に購入した。この先も常に状態のいいバイク
に乗るためにその方法で1年おきくらいに売り、新しいバイクを購入していく予定だ。近

所の人々はハミシさんがバイクを通勤にしか使っていないことを知っているので、良い
価格で買いたいと言ってくる人は多い。 

借家で、同じ作りの7軒が連なっている長屋である。居間、台所、トイレ兼
シャワー室、寝室からなる。ジャカヤさん一家は2010年1月からここに住ん
でいる。家賃は月Tsh60,000で1年分を大家に前払いする必要がある。会

社から家賃分を前借して対応している。ジャカヤさん一家は据え置きだが、
今年新たに長屋に入居した家族は月Tsh70,000の家賃を払っているそうだ。 

あり 

なし：小型トラックの水売りが来るので、1週間分を200リットルTsh2,000で購
入している。 

汲み取り式 

寝室に夫婦と娘が、居間に姉の子供とベビーシッターが寝る。 

中古で購入：テレビ（JVC、2011年、中古品、Tsh120,000) 
DVDプレーヤー：パナソニック、2012年、中古品、Tsh80,000。 
デジタル放送用デコーダー：StarTimes、2012年、新品、Tsh39,000。 
冷蔵庫、ラジオ（故障中） ・新品で購入：アイロンとミキサー 
CDラジカセは音楽家だったジャカヤさんの父の形見である。 

・ジャカヤさん、妻、ベビーシッターが所有 
・ブランドはサムスン 
・SIMカード（1枚Tsh1,000程度）を複数所有し、経費節減のために相手に
よって使い分けている 

通勤用に150ccのインド製オートバイを所有している。1年半前にTsh190万
で購入したバイクをTsh160万で売却し、ボーナスを足して、現在の同じメー
カーの同じ型のバイクをTsh200万で2012年12月に購入した。この先も常に
状態のいいバイクに乗るためにその方法で1年おきくらいに売り、新しいバ

イクを購入していく予定だ。近所の人々はジャカヤさんがバイクを通勤にし
か使っていないことを知っているので、良い価格で買いたいと言ってくる人
は多い。 

長屋の様子 

外観 

賃貸：家賃は月Tsh60,000（約3673円）、1年分大家に前払いする 

あり 

なし：1週間分を200リットルTsh2,000（約122円）で購入している。 

汲み取り式 

中古で購入：テレビ、DVDプレイヤー、デジタル放送受信用のデコーダー、冷蔵庫、ラジオ 
新品で購入：アイロンとミキサー 

・ハミシさん、ハリマさん、アダさんが所有 
・ブランドはサムスン 
・SIMカード（1つTsh1,000程度）を複数所有し、経費節減のために相手によって使い分けている 居間 

Zec製ラジオ、2006年に新品を 
Tsh80,000で購入した。 
CDラジカセはパナソニック製。 

ソファ 

台所 

バイク：150cc、BOXER製、
2012年、新品、 
Tsh200万 

冷蔵庫 

寝室 

TV、DVDプレーヤー、デジタル放送用デコーダーなどがある。 

アイロン、フィリップス、
2007年、新品、
Tsh20,000 

     

    
                          

台所。奥の青い大きな入れ物が 
水がめ。手前のクリーム色の容器は 
保温器。 

冷蔵庫：BOSCH、2008年、 
中古、Tsh20,000. 
電化製品はカリアコー市場 
で購入することが多い。 

新品のガス台 Bajaj製  
Tsh70,000 

ガス 15㎏ Tsh54,000 
（中身の値段） 

ジャカヤさんの携帯電話。 
サムスン、新品、Tsh30,000。 

妻の携帯電話  
携帯の裏は装飾されている。 
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 朝はマーガリン（Blue Band)をつけた食パンとミルクなし紅茶（砂糖入り）。 

 昼は家にいる時はウガリ（白いトウモロコシの粉を湯で練って蒸した主食）とおかずが一品。おかずは、野菜の炒め物
やマハラゲ（豆の煮もの）など。 
 
 夜は、米のごはん（食用油と塩を混ぜて炊く）におかずをかけて食べる。おかずがだいたい2品。ムチュージと呼ばれ

る煮込み（炒めた玉ねぎとトマトがベース。味は塩でつける）と野菜（ムチチャやマテンベーレなどの葉物野菜）の炒め
物。ムチュージには、野菜の他に牛肉、ダガー（煮干しのような干し魚）や豆などの蛋白源も使う。 
 
 徒歩5分で行ける範囲で食料品や日用生活品はほとんど手に入る。葉物野菜などは毎日購入するが、トマト、タマネ
ギなどは1週間に1度まとめて購入している。野菜は近所の畑で作ったものを農民から直接購入することも。市場ならム
チチャ1束Tsh300～400のところ、農民からだとTsh200～250ほどで買える。1日の食費はだいたいTsh4,000程度。 
 
 居間にある食卓で食べることもあれば、居間の床に座って食べることもある。ベビーシッターも一緒に食べる。 
 調理はガスで行う。15㎏のガスボンベTsh54,000で2カ月保つ。6年間日立製のガス台を使ってきたが、1週間前に壊れ
たので、インドのbajaji製のものをTsh70,000で購入した。メーカーよりも価格で選んだ。 
 
 家族で一緒にショッピングに出かけたり、外食したりすることはない。 
 

 この日の晩御飯は、ココナツミルク入りご飯、牛肉のムチュージ、ンジェゲレ（グリンピースの煮物）、ムチチャの炒め物
であった。作ってからすぐに食べない場合もあるので、ご飯を入れるような保温器は重宝している。 

     

    
                          

ムチュージ（Mchuzi 牛肉のト
マトソース煮込み） 

ンジェゲレ（Njegere グリン
ピースの煮物) 

ムチチャ（Mchichaという植物の

一種）の炒め物。ニンジン入り。
味付けは塩で。 

ご飯の盛り付け 

食事。ご飯はココナツミルク入り。 

いただきます 
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  1日の過ごし方 

名前 ジャカヤさん 

時間／
曜日 

平日 休日 

5     

5:30 起床 身支度   

6 朝食 起床  

6:30 家を出る   

7  朝食 

7:30 職場に着く   

8 仕事開始 
妻の職場の幼稚園へ行き、掃
除をする 

9     

10     

      

11     

      

12 ランチタイム 家に戻る 

      

13   昼食 

      

14   
外に出かけ、欧州サッカーな
どのテレビ観賞やビリヤード
を楽しむ 

15     

16 退勤   

      

17 
帰宅途中でビリヤードをす
る 

  

      

18   帰宅 

18:30 帰宅   

19 夕食 夕食 

      

20 テレビ観賞 テレビ観賞 

      

21 就寝 就寝 

  1日の過ごし方 

名前 妻 

時間／
曜日 

平日 休日 

5     
5:30 起床 身支度や朝食の用意   

6 朝食 起床 家の掃除 朝食の用意 

6:30 出勤   

7  朝食 

7:30 職場に着く   

8   洗濯などの家事を続ける 

9 授業開始   

      

10 ティーブレイク   

      

11 園児の遊び時間 ちょっと横になる 

      

12 園児の昼寝タイム 昼食の用意 

      

13 昼食 昼食 

      

14 授業 テレビ観賞 

15     

16 退勤   

      

17 帰宅 新聞や宗教の本などを読む 

      

18 シャワーを浴びる、食事の支度 シャワーを浴びる、食事の支度 

      

19 夕食 夕食 

      

20 テレビ観賞 明日の仕事の準備 

      

21 明日の仕事の準備   

      

22 就寝 就寝 

     

    
                          

 ジャカヤさんの好むビリヤードは、Tsh200を払えば参加できる気晴らしだが、妻は時間とお金の無駄だと難色を示
している。 
 家では見られないヨーロッパのサッカーリーグが見られるDSTVの映るテレビによるサッカー観戦はTsh500かかる。 

 現在、住んでいる家は壁がひびが割れしてきたり、ガタが来始めているので、ローンが得られて、幼稚園が完成し、
軌道に乗ったら、もっとよい家に引っ越したいと考えている。また、娘のための教育費の捻出も今後、考えていく必要
があるだろう。 


