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  ●面積：94万 5,000平方 キロメートル〔日本の約2.5倍〕 

●人口：4,768万人 （2015年 IMF） 

●首都：ドドマ〔法律上の首都。国会議事堂がある。〕 

※政府官庁があり、事実上の首都機能と経済面での中心はダルエスサラーム。 

タンザニア連合共和国 United Republic of Tanzania   

：2016年 8月6日 

：ダルエスサラーム市 キノンドーニ区 ムベジ・ムイショ地区（Mbezi Mwisho, Kinondoni, Dar es Salaam） 
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*1：国勢調査では“Mbezi juu（ムベジ・ジュー）” と表記 

*2：2002年は2,497,940人、2012年は4,364,541人（国勢調査による） 

ダルエスサラーム市の中心から約24㎞。約20年前には、土地の売買に 

も農耕地区として扱われていた地域で、2002年の国勢調査の地区別の 

人口調査でもこのムベジ・ムイショが含まれる地区*1の記載はない。 

ダルエスサラーム市の人口増加*2に伴い、ここ10年ほどで住宅や店舗 

などが目に見えて増えてきた。2012年の国勢調査によるムベジ・ジュー 

の人口は41,340人である。 

：サイモン（仮名）さんの一家（6人家族） 

：1ドル＝1,991.4 タンザニア シリング（2015年期中平均 IMF） 

■調査実施日 

■調査場所 

■調査対象 

■為替レート 

2016年の5月から運行が始まった高速バスは、ムベジ・ムイショから約 

6.5㎞街寄りのキマラ・ムイショ（Kimara Mwisho）まで専用道路を通り、市中 

心との間を約40分で結ぶため通勤等が便利になった。キマラ・ムイショ 

からムベジ・ムイショまでは、専用道路ではなく一般道を走るが、高速 

バスが運行している。 

幹線道路脇の賑わい 
（ムベジ・ムイショ） 

高速バス 

サイモン（仮名）さんの一家  

家族構成   夫：サイモン（45歳） 

  妻：（45歳） 

長男：（18歳） 

次男：（14歳） 

三男：  （7歳） 

長女：  （7歳） 

世帯収入 合計：2600,000 シリング / 月 

職業   夫：書籍販売と配送 

     運送業 

  妻：幼稚園と小学校経営 

     雑貨店経営 

     貸し店舗 サイモンさん（左）と妻（右） 

三男 長男 長女 
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家族の職業  

■サイモンさん 

●書籍販売と配送： 

サイモンさんはタンザニアの出版社が出版した本や教科書などの店舗販売や注文 

販売、地方の学校への出張販売などを行っていたが、昨年より教科書の印刷、発売が 

政府の管轄となり、民間の出版社が参入できなくなったため、仕事が減ってしまった。 

●運送業： 

トラックを3台所有しており、国内外で食料品や雑貨品などの運送業を行っていたが、 

大統領が変わってから税関が厳しくなり、海外から入ってくる荷物も減ったことと、車両 

の故障等もあり、運送業もあまり儲からなくなってきた。 

書籍販売と運送業が行き詰ってきたため、近年は、妻が担当していた学校経営に 

サイモンさん自身も力を入れ始めている。 
サイモンさんが所有するトラック 

■妻 

●幼稚園と小学校経営： 

妻は、2015年の1月に自宅裏の敷地に開校した幼稚園と小学校の運営をして 

いる。現在、幼稚園（3年制）の園児が135人、小学生は1年と2年で62人の児童が 

通っている。 

授業料は年間で幼稚園は90万シリング、小学校は105万シリング（朝食と昼食込、 

交通費は別）となっている。月～金曜日の朝8時～午後3時までが子供たちの 

授業時間である。幼稚園が4人、小学校が2人の教員と、調理人が2人、用務員 

が1人の職員がいる。妻が授業を受け持つのは教員が休んだ場合など、特別な 

時のみで、通常は主に学校運営業務をしている。 

妻は中学校の生物と化学の教員資格を持っており、公立中学校と私立小学校 

で教員経験がある。 
家の裏手にある学校の敷地 

●雑貨店経営： 

表通りに面した家の一角で雑貨店を経営している。店番は別に雇っている。 

●貸し店舗： 

経営している雑貨店とは別に、4店舗分の店舗区画を1店舗につき7万シリングで貸している。 

経営する雑貨店の店内 貸し店舗 
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家計収支  
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1% 食費 

光熱費（電気） 
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水道 

交通費 

通信費 

教育費 

衣料費 

日用雑貨 

保険医療費 

人件費 

学校経営投資 

その他 

■月間支出内訳 

●食費： 

家の裏手に3.5エーカーほどの土地があり、学校と畑に使っている。畑では、トマト、バナナ、青菜類、パパイヤなどを 

栽培し自家消費しているので、あまり野菜や果物類の購入は必要がない。収穫した余剰分は、自分の雑貨店などで 

販売している。 

●教育費： 

子供たちは全員、私立学校に通っており、授業料だけで長男と次男が年間それぞれ300万シリングずつ、三男と長女 

の小学校は150万シリングずつかかっている。来年度から三男と長女は、自分の経営する学校に転校させる予定。 

次男はバガモヨ（ダルエスサラームから約70㎞）にある寄宿学校に通っている。  
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家の裏手に所有する畑 所有する畑で収穫した 
野菜を雑貨店で販売 

●人件費： 

家の中のお手伝いさん2人（料理担当とその他担当）にそれぞれ月5万シリングずつ、畑の作業員1人に月10万シリング 

支払っている。住み込みで食事付き。子供たちが大きくなったので、来月からお手伝いさんを1人にする予定。  

インフラ事情  

■水道 

●生活用水： 

DAWASCO（ダルエスサラーム水道公社）の供給する水道水を使っ 

ている。3年程前は毎日出ていた（水道管の事故等で断水したり、一 

時的に水不足になった時以外は）が、この地区の人口が増えた 

ため、週2回だけの供給となった。1,000リットルの高置水槽と 

埋め込み式の1万リットルの貯水槽があるので、水の出る日に 

貯めるようにしている。貯水槽に貯めた水をポンプを使って2階 

の高さに設置している高置水槽に揚水し、家庭内の水道管に 

通水している。学校用には別途5,000リットルの貯水タンクを用意 

して貯めている。月の水道料金は約50,000シリングである。 

●飲用水： 

水道水を煮沸したものとミネラルウォーターを併用。Euronというミネラルウォーターサーバーを35,000 

シリングで購入して使っている。“Cool Blue”というミネラルウォーターの18.9L（6,800シリング）のボトルを 

月4本程度使用している。 

1万リットルの貯水槽 
コンクリートの下に埋め込まれている。 

高置水槽 

（右）ミネラルウォーターサーバー 
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■電気 

TANESCO（タンザニア電力公社）の供給する電気を使っている。電気料金は月に 

約10万シリング。最近はほとんどなくなったが、2年ほど前までは停電が頻繁に 

起こり、それまで使っていたホンダ製の発電機が壊れたため、中国製と思われる 

発電機を2014年に700万シリングでカリアコー（Kariakoo）市場で購入した。家と 

校舎の照明と扇風機は動かせるが、冷蔵庫などは出力が足りず動かすことが 

できない。 

インフラ事情  

発電機 
■下水・衛生設備 

トイレは水洗。母屋に、いわゆる和式のトイレの個室とシャワー室があり、主寝室のバスルームにはバスタブと洋式 

トイレがあり、従業員用の部屋にも和式トイレがある。 

下水は敷地内に12ｍほど深さのある大きな汚水槽が2ヵ所、コンクリートで固めて埋設してあり、そこに貯めている。 

溜まるとバキュームカーを呼ぶことになるが、いっぱいに溜まっていないようで、10年以上呼んでいない。近所の家々も 

同様である。 

 

トイレ（和式） シャワー室 主寝室のバスルーム 

■ゴミ処理 

毎週月曜日に、市と契約している業者のゴミ収集車がやってきて各家を回り、この地区のゴミを回収していく。分別は 

なく、すべてのゴミは一緒くたである。出せる量も決まりはない。収集料金として1ヵ月15,000シリングを支払っている。 

住 居   

住居は持ち家である。2002年に購入した1/4エーカーほどの土地に母屋部分を建てた。現在は小さな商店もあり、土地 

を購入して移り住んでくる人も増えてにぎやかになったが、購入した当時の家の周囲は、畑や林などに囲まれ、家が 

あっても土壁の家などが多かった。その周りの土地を少しずつ購入し、現在の広さ（家屋部分が0.5エーカー、学校と畑 

部分が3.5エーカー）になった。 

近隣でも、多くの人が自分の持ち家に住み、自分で事業をしている人が多く、勤め人は少ない。ここ2年くらい、移り住ん 

でくる人がとても増えた。 

母屋部分（車は調査員のもの） 従業員の部屋などがある敷地内の別棟 
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■自宅の間取り 

母屋の入口は木製と鉄製の二重ドア。 

鉄の扉とドア上の欄間にデザインされた 

鉄格子がはめ込まれている。 

居間 

番犬として犬を2匹飼っている。昼間は犬小屋に 

入れ、夜は敷地内を放し飼いにしている。エサは 

ウガリとダガー（煮干しのようなもの）を混ぜたもの 

を与えている。 

外から見た家の門 食堂 

手洗い用のシンクと食器棚（食堂） 

廊下から見た居間 

台所 
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所有家財・家電製品  

品名 ブランド 購入場所 
（新品/中古） 

購入価格 
（シリング） 

購入年 備考 

テレビ  日立 カリアコー 
（新品） 

150,000 1998年 日本製は長持ちするので助かる。しかし、 
そろそろ、映りが悪くなる時が出てきた。 

テレビチューナー StarTimes メーカー直営店 
（新品） 

24,000 2015年 プロモーション価格で購入。 

DVDプレーヤー RISING カリアコー 
（新品） 

50,000 2015年 所有していたパナソニック製のDVDプレーヤー 
が一昨年壊れ、予算が限られていたため、 
安い中国製を購入。最初に購入した同じメー 
カーの1台目はすでに壊れており、これは2台 
目。 

ステレオ SONY 街中のSONY 
専門店（新品） 

400,000 2002年 
― 

携帯電話 
（ベーシックフォン） 

NOKIA カリアコー 
（新品） 

120,000 2015年 夫婦とも同じ型のものを持っている。2種類 
のSimカードが入る。 
一度充電すると2日は持つので助かる。 

スマートフォン StarTimes Mlimani City 
（新品） 

120,000 2016年 ショッピングセンターで、プロモーション価格
にて購入。パソコン代わりに家族皆で使って
いる。（パソコンは学校のものを使用していて家に
はない） 

冷蔵庫 Panasonic Clock Tower 
ショッピングセン
ター（新品） 

1,540,000 2007年 外見は凹みがあったりするが、庫内は今も 
しっかり冷える。 

電気コンロ INDESIT Clock Tower 
ショッピングセン
ター（新品） 

1,100,000 2007年 オーブン部分が壊れて使えなくなってしまった
が、もうしばらく使う予定。 

電気炊飯器 AJKS＆NAZ ― 
（新品） ― ― ― 

電子レンジ LG Mlimani City 
（新品） ― 

2008年 
― 

トースター PHILIPS カリアコー 
（新品） 

40,000 2012年 
― 

サンドイッチ 
メーカー 

（中国製） カリアコー 
（新品） 

35,000 2016年 週末の朝食などに使用している。 

ブレンダ― （中国製） カリアコー 
（新品） 

30,000 2015年 中国製品と思われる。 
主に果物のジュース作りに使用している。 

アイロン PHILIPS Mlimani City 
（新品） 

40,000 2015年 
― 

扇風機（天井扇） Panasonic ― 
（新品） ― 

2002年 天井に備え付け。居間には2つ付いている。 
エアコンは持っていない。扇風機で十分。 

ウォーターヒーター ARISTON Clock Tower 
ショッピングセン
ター（新品） 

350,000 
― 

主寝室のバスルームに1つだけ設置している。 

照明（蛍光灯） Mbezi（ムベジ）

にあるTronicの
店で購入 

近所の店で購入 
― ― 

省電力タイプの電球と蛍光灯を併用。 
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テレビチューナー 

夫婦共に同じ型の携帯電話 スマートフォン 

トースター 

冷蔵庫 

ウォーターヒーター 

アイロン 

扇風機（天井扇） 

照明（蛍光灯） 照明 
（電球型蛍光灯） 

■所有家財・家電製品 ―つづき― 

DVDプレーヤー 

テレビ ステレオ 

電気コンロ 電気炊飯器 

電子レンジ サンドイッチメーカー ブレンダー 

洗濯機は所有しておらず、洗濯物は主にお手伝いさんが手洗いしている。現在は、学校事業への投資が最優先なので、 

高額な電気製品などの購入は控えている。今後もし余裕ができたならば、フラットタイプの大画面テレビの購入や、母屋 

のリノベーション（ペンキの塗り替え等）がしたい。 
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食 事   
■買い物 

食品の購入金額は、1ヵ月で約70万シリング。 

●生鮮食品 

多くの野菜類は自分の畑から収穫できる。タマネギ、ニンジン、ピーマン等畑で取れないものは、すぐ近くの市場で週 

に1度まとめて購入。肉類は家のすぐ前に肉屋があり、そこで購入している。 

タンザニア製ヨーグルト 

“Tanga Fresh” 
タンザニア製ジュース“azam” 

調理に使用する炭 

■料理・食事 

夫婦が二人ともキリマンジャロ出身なので、郷里でよく食べられているバナナを主食 

にとることが多い。調査日の昼食に牛肉を使っているが、通常、肉や魚類はそれぞれ 

週1回程度しか食べない。それ以外の日は、豆や野菜のおかずを食べている。事業 

への投資に回したいので、食費もなるべく節約している。食後のパパイヤも裏の畑で 

取れたものである。 

食事のメニュー例： 

〔平日の朝食〕チャイ（ミルク、砂糖入り紅茶）、 

市販のパンかバナナ（料理用バナナを揚げるか焼く）、または 

茹でキャッサバ（バナナとキャッサバは裏の畑で取れる）。 

〔土・日曜日の朝食〕時間があるので、料理好きの長男がマンダジ（揚げパン）や 

チャパティ（インド風の薄いパンケーキ）などを作ることが多い。 

〔昼食・夕食〕昼食と夕食はそれほど変わらないものを食べている。 

主食はウガリ（トウモロコシの粉を熱湯でこねて蒸したもの）、または 

お米を炊いたご飯か料理用バナナ（揚げる、焼く、煮込む）。 

〔調査日の昼食〕ウガリ、マチャラリ（バナナと牛肉のシチュー）、 

スクマウィキ（青菜）と牛肉の炒め煮（トマト、タマネギ入り） 

タマネギの野菜は裏の畑で取れたものを使用している。 

マンダジ（左）とチャイ（右） 

（左から）ウガリ、マチャラリ、青菜と 
牛肉の炒め煮 

食後のパパイヤ 

●加工食品 

ヨーグルト（タンザニア製の“Tanga Fresh”：500ml入り1,050シリ 

ング）は体にいいので、よく購入している。子供たちはポテ 

トチップスやジュースが好きだが、ポテトチップスは家族 

で外出した時など、2ヵ月に一度ほど買い与えることが 

ある。平日は飲ませないが、毎週日曜日の楽しみとして、 

子供たちにジュースかソーダ（炭酸飲料）を選ばせてどちら 

かを与えている。ジュースは、330ml入り1,000シリングの 

“azam”（タンザニア製）の紙パックのものを与えている。 

自分たちの店でも取り扱っていて仕入れ値は850シリング。 

ヨーグルトやジュースは自分の店で、ポテトチップス等は外出先の雑貨店やスーパーマーケットで購入している。 

他に、市場で売っている揚げ魚などを購入することがあるが、その他の加工食品は購入していない。 

■調理用熱源 

調理にはガスは使っていない。主に慣れている炭で煮炊きをしている。約1ヵ月に左写真のよう 

に2束を使用（1束は2016年8月時点で35,000シリング）する。電気コンロも所有しているが、それで 

調理するとコストが高くなるので、朝のチャイ（紅茶）用に少しだけお湯を沸かしたい時に使用して 

いる。将来的にはガスも使いたいと思っている。 
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衣 服 、ファッション  

●サイモンさん 

〔普段着〕襟付きの半袖シャツとスラックス。オンもオフもさほど変わらない。畑仕事や、夕方に家の周辺をジョギング 

する際は、ジャージの上下セットを着用している。 

シャツ：古着も新品も利用している。古着はこの近辺で、2,000～10,000シリングくらいの値段のものを探す 

と良いものも手に入る。新品はカリアコーで25,000シリングくらいから売られている。 

スラックス：仕立て屋に頼んだ方がピッタリのサイズができるし、安いので利用している。近所にいる仕立て屋 

が注文を取りに来る。新品の既製品の値段が50,000シリング以上する中、布代20,000シリング＋ 

仕立て代10,000シリング：合計30,000シリングほどでできる。 

ジャージ：新品（中国製）は上下20,000シリング以上するが、数回着ただけですぐに破れたりするので、もっぱら 

上下3,000シリングほどで手に入る古着の方が丈夫なものが多いので利用している。古着は行商 

人から購入している。 

年に3回、新品の服はカリアコーの青空市場などでまとめ買いする。購入する際、子供を連れて行き、好みのものを選ばせ 

ることもあるが、基本的に妻が選ぶ。1回の購入金額は150,000～200,000シリングほど。 

衣服に充てる費用は、布代と仕立て代、古着なども入れて1ヵ月平均で約80,000シリングほどになると思われる。 

丈夫な古着のジャージ 新品で購入したサイモンさんのジャージ 

●妻 

〔普段着〕フォーマル用のワンピースよりもう少しゆったりとした楽な服を着ている。好みの布を買い、注文を取りに来 

る近所の仕立て屋に依頼している。既製品はサイズが合わないことがあるが、オーダーで作ればその心配 

がなく、自分好みのデザインで頼むことができる。下写真のワンピースは仕事用で、自身でデザインして 

オーダーしたもの。布代と仕立て代で1着30,000シリングかかった。 

〔フォーマル〕キテンゲ（アフリカのプリント布地）で仕立て屋にオーダーしたワンピースを着る。 

●子供たち 

〔普段着〕学校には制服があるが、普段着は、行商をしている古着屋から買うことが多い。 

オーダーで作った妻の仕事用のワンピース 
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