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■調査実施日：2013年9月  
■調査場所：  ラホール市 
■調査対象：  ハサン（仮名）さんの一家 
■換算レート：  1パキスタンルピー≒約0.94円（2013年8月末）  

夫：ハサン（仮名）さん（70歳） 
妻：     （45歳）/ お手伝い 
義母：（77歳）/ 無職 
長男：（21歳）/ 建設作業員 
長女：（22歳）/ 無職 
次女：（19歳）/ 学生 

月 27,000 ルピー 

ラホール市 

古紙・廃品回収業 

 14時間/日 

  

     

    
                          

 ハサンさんは古紙/廃品回収業(写真の店)で、再生工場/会社に

販売する古紙や瓶、金属類を集めている。終日、家々を回り、ごみ
の中から再生できる物を拾い出し、店で仕分けしている。 

     

    
                          

 食料費                       6,000ルピー 
 次女の授業料                  1,500ルピー 
 乾物類                       3,000ルピー 
 店の家賃                             8,000ルピー 
 オートバイの燃料              2,000ルピー 
 通信費                                 3,000ルピー 
 預金                  2,200ルピー 

収支内訳 

住居費 

食料費 

水光熱費 

学費 

食料雑貨費 

その他    

Total Monthly Salary/Household 

Income: Rs. 27,000.00 

Nyaamat = Rs. 12,000.00 

+ 

Hasan (son) = Rs. 12,000.00 

+ 

Seema (wife) = Rs. 3,000 

Income Distribution 

 

 

長男：（21歳） 
            建設作業員 

妻 
シーマ ニャーマ（21） 
お手伝い 
月給：Rs. 3,000 

ハサンさん        月 12,000ルピー 
長男：建設作業員  月 12,000ルピー 
妻：お手伝い    月   3,000ルピー 
        月収計 27,000ルピー 
 
 

収入内訳 

支出内訳 

夫 

息子 

妻 

食料費 

次女の授業料 

乾物類 

店の家賃   

オートバイの燃料      

通信費 

預金 
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ラホール市  Model Town 

約101㎡（1,089 Square Feet) 

1部屋と広い中庭 

 広い中庭がある寝室が一つの付属家屋は、ハサンさんの妻がお手伝いとして
働く屋敷の裏にあり、給与の一部として彼女とその家族に提供されている。ハサ
ンさんの妻が家事を手伝う家は、ラホール市のモデル住宅地にある。ラホール
の住宅地の大きな家には、たいてい写真のような家事を手伝う使用人用の家屋
がある。ハサンさんは家賃や光熱費を払う必要はない。 

  

    

品名 ブランド 

フィリップス 

Waves 

ナショナル 

ノキア 

テレビ 

アイロン 

携帯電話 

Qモバイル 

ノキア 

サムスン 

寝室 

中庭   

浴室 

 平屋    

 洗い場    

簡易
台所 

倉庫   

休憩/  
保管場所 

冷蔵庫 
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 この家庭は、朝食と夕食の一日2食である。ハサンさんと息子は時々店で昼食をとるが、妻と義母、娘は昼食を食べ
ない。夜8時半頃に家族全員で夕食を囲む。 

月間消費量（Kg） 月間支出（ルピー） 

4 800 

7 210 

6 360 

5 200 

5 750 

30 1,800 

  

品目 頻度 

ロティ（平たいパン） 毎日 

米 毎日（夕食時） 

野菜 毎日 

豆類 １日おきに 

肉 週に１度 

果物 まれに 

茶 １日に１度 

牛乳 毎日（朝食時） 

・ 野菜（じゃがいも、トマト、玉ねぎなど） 
・ 牛肉等は高いため使わず、鶏を週に1回 
・ 調理油には“Shan Banaspati”を使っている 

調理に使う油 

Shan Banaspati  

• 1袋150ルピー 

• 月に5袋を使用 
• 支出月750ルピー 

 乾物類は月ごとに、食品は毎日購入している。すべての食品と乾物は、お手伝いとし
て働いている妻が一人で買っている。 

 ハサンさん家族が外食することは極めてまれで、行くとしてもカバブやハンバーガーの店になる。外食した際の支
出は175～250ルビーほどになる。 

野菜は、住居に近い市場の
野菜売りから買う。 

鶏は、住居に近い露天商や市場の
家禽を売る店から購入する。 

乾物類は、家から500mほど離れて
いるこの小さい店で購入している。 

月間消費量（Kg） 月間支出（ルピー） 

4 400 

2 袋 (430g/袋） 310 

3 360 

15 675 

5 225 



9:00 am 起床 

9:30 am 朝食 

10:00 – 11:00 am 掃除/料理する 

11:00 – 2:00 pm 休憩/テレビを見る 

2:00 – 4:00 pm 午睡 

4:00 – 7:00 pm 夕方の授業へ 

8:00 – 8:30 pm 母と一緒に家族の夕食の準備 

8:30 pm 家族と夕食 

9:00 – 9:30 pm 家族と過ごす 

9:30 – 10:30 pm 妹とテレビを見る 

10:30/11:00 pm 就寝 
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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。 

  

5:00 am 起床 

6:00 am 朝食 

7:30 am 店へ移動 

2:00 pm 昼食（職場で）   

8:00 pm 帰宅 

8:00 – 8:30 pm シャワーを浴びる/休憩 

8:30 pm 夕食 

9:00 – 9:30 pm テレビを見る/家族と過ごす 

9:30 pm 就寝 

5:00 am 起床、朝の祈り 

5:30–7:30 am 掃除/朝食 

7:30 am 仕事に出かける 

11:00 pm 休憩と帰宅 

11:00 – 12:00 pm 休憩/テレビを見る 

12:00 – 2:00 pm 仕事に戻り雇用主の昼食を用意 

 2:00 pm 帰宅 

2:00 – 4:00 pm 午睡 

6:00 – 8:00 pm 仕事に戻り雇用主の夕食を用意 

8:00–8:30 pm 帰宅し家族の夕食を作る 

8:30 pm 家族と夕食 

9:00 – 9:30pm  家族と過ごす 

9:30 pm 就寝 

9:30 am 起床 

10:00 am 朝食 

10:30 am 仕事に出かける 

2:30 – 7:00 pm 働く 

7:30 pm 帰宅 

7:30 – 8:30 pm シャワーを浴び休憩、テレビを見る 

8:30 pm 家族と夕食 

8:30 – 10:00 pm 外出して友人と過ごす 

10:00 pm 帰宅 

10:30 pm 就寝 

注：週末と休日の行動は個々の家族で違っている。 
   断食明け大祭などの機会には、家族で親類を訪ねたり、公園に出かけたりする。 

夫 妻 

長
男 

9:00 am 起床 

9:30 am 兄弟の朝食の準備 

10:00 – 11:00 am 掃除/料理する 

11:00 – 2:00 pm 休憩/テレビを見る 

2:00 – 4:00 pm 午睡 

4:00 – 6:00 pm 掃除 

6:00 – 8:00 pm アイロン掛けなどの家事 

8:00 – 8:30 pm 母と一緒に家族の夕食の準備 

8:30 pm 家族と夕食 

9:00 – 9:30 pm 家族と過ごす 

9:30 – 10:30 pm 妹とテレビを見る 

10:30/11:00 pm 就寝 

長
女 

次
女 

11:00 am 起床 

11:30 am 朝食 

11:30 – 2:00 pm 休憩/テレビを見る 

2:00 – 4:00 pm 午睡 

4:00 – 6:00 pm 休憩 

6:00 – 8:00 pm 近くの人や知人を訪問 

8:30 pm 家族と夕食 

9:00 – 9:30 pm 家族と過ごす 

9:30 pm 就寝 

義
母 


