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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8日 

：ダルエスサラーム市 イララ区 ウコンガ地区 モンゴランデゲ （Mongo la Ndege, Ukonga, Ilala, Dar es Salaam） 

ダルエスサラーム市の中心地から約20km。 

ダルエスサラーム市の中心地からジュリアス・ニエレレ国際空港への幹線道路を進み、 

空港から車で10分ほど北西の位置の、小高い丘を上がった地域。 

2012年の国勢調査によると、ウコンガ地区の人口は80,034人。 

空港を通る幹線道路からモンゴランデゲに入ると、未舗装の道路になる。 

アパートはなく、レンガ造りの小さな家が立ち並ぶ。少しずつではあるが、 

セメント造りの立派な一軒家も建ち始めている。 
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：アーネスト（仮名）さんの一家（4人家族とお手伝いさん） 

：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 

アーネスト（仮名）さんの一家  

家族構成   夫：アーネスト（44歳） 

  妻：（37歳） 

長女：  （9歳） 

次女：  （7歳） 

お手伝いさん：（48歳） 

世帯収入 合計：1,954,000 シリング / 月 

夫：954,000 シリング/月 

妻：1,000,000 シリング/月 

職業   夫：政府役人 

  妻：独立機関の捜査員    
（左から） 

お手伝いさん、長女、妻、アーネストさん、次女 

家族写真 
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アーネストさん
の給料 49% 

妻の給料 
51% 
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家族の職業  

■アーネストさん 

●政府役人： 

タンザニアの産業・貿易省で経済専門家として働いており、経済学の修士号を持って 

いる。2001年から2007年までは国営の郵便会社（TPC：Tanzania Posts Corporation）で 

働いており、2008年から現職に就いている。就業時間は平日の7時～15時半。 

オフィスでのアーネストさん 
■妻 

●独立機関の捜査員： 

2005年から汚職捜査機関（PCCB：The Prevention and Combating of Corruption Bureau）で 

働き、主に公務員などの汚職や不正に関して捜査・取り締まりをしている。就業時間 

は平日の7時～15時。2004年の1年間は、銀行の事務員として働いていた。 

夫婦ふたり共、ダルエスサラームの中心地に職場があり、自家用車で一緒に通勤して 

いる。毎朝5時45分（アーネストさんの通院日には5時）に家を出る。帰りも先にオフィスを出 

る妻が夫を迎えに行き、一緒に帰宅する。 

夫婦一緒に自家用車で通勤 

家計収支  

27% 

4% 
2.5% 
3.5% 

15% 
2% 

30% 

4% 

6% 
3% 3% 

食費 

光熱費（電気） 

光熱費（ガス・炭） 

水道 

交通費 

通信費 

教育費 

衣料費 

日用雑貨 

保険・医療費 

その他 

■月間支出内訳 

●交通費： 

1台の自家用車で夫婦一緒に出勤している。職場からガソリン代の支給は無く自分たちで負担しており、月々約30万 

シリングかかる。給料前に経済的な余裕が少なくなると、ダラダラ（乗り合いバス）を使って通勤する月もある。 

●教育費： 

2人の娘はともに私立の小学校に通っている。小学校の授業料は1年間で150万シリングずつかかる。 

学校には送迎バスで通い、お昼は給食が出される。 

●人件費： 

お手伝いさんを住み込みで雇っており、食事付きで月々6万シリング支払っている。 

仕事内容としては料理、洗濯、掃除等の家事一般。 

■月間収入内訳 

●医療費： 

現在アーネストさんが腰痛のため、街の中心に近いウパンガ地区にある病院に、 

週3日（月・水・金）、通勤前に通っている。 アイロンがけをするお手伝いさん 
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■水道 

●生活用水： 

近所に共同の井戸があり、毎月その井戸から水が供給されている。 

その井戸から地下の給水管を通じて、自宅の庭の高台の上に設置 

している2,000Lの高置水槽に給水している。そこから、別の給水管で 

家屋内に水を引き込んでいる。 

水は月に約14,000L使用しており、井戸の管理人に対し水道代として 

月々約7万シリング支払っている。 

●飲用水： 

隣区のタバタ（Tabata）にある、料理・飲用の井戸水が売られている所 

に自家用車で買いに行く。飲用水は月に約250L使用し、月々約1万 

シリングかかる。 
高置水槽 

食卓の手洗い場 

インフラ事情  

高置水槽から家屋内 
に引き込む水道管 

■電気 

TANESCO（タンザニア電力公社）の供給する電気を使用している。月々の電気料金 

は約6万シリング。最近は停電することがほとんどなくなり、起きても週に1度程度 

で、10～20分で復旧する。 

自宅の屋根にEuro Solar社のソーラー発電システムを設置している。設備はカリ 

アコーで、70万シリングで購入した。ソーラー発電は停電になった時しか使用して 

いない。 

■水回り設備 

トイレ、シャワー室はそれぞれ家に2ヵ所ずつある。1つは洋式トイレで、もう1つはいわゆる和式トイレである。洋式トイレ 

の水洗機能が壊れていて、今は自動で水を流すことができないので、バケツに水を溜めて流している。和式トイレも同 

様にバケツに溜めた水で流す。洋式トイレは家族が使い、和式トイレはお手伝いさんや来客者が使う。和式トイレ側の 

ドア上には来客用にトイレットペーパーが備えてあった。体を洗う際、水の節約のためにシャワーは使用せず、バケツに 

水を溜めて洗い流すようにしている。 

食卓に手洗い場、玄関に流し場があり、家の外にあるタンクから給水し、蛇口から水が出るようになっている。 

■ガス・炭 

ガスはMIHAN GASが販売する14.4kgサイズを 

使用しており、ガス代は月々約2万シリング。 

炭は月々約3万シリング分使用している。 

ソーラー発電システム 
（変換機、分電盤、電力量計等） 

（左）炭のコンロ、（右）ガスコンロ 

来客用のトイレット 
ペーパー 

家族用の（左）洋式トイレと 
（右）シャワー室 

お手伝いさんと来客用の 
（左）和式トイレと（右）シャワー室 

玄関の流し場 

屋外の流し場で洗い物 
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インフラ事情  
■ゴミ処理 

家の外のゴミ袋にゴミを溜めておく。週に1回、この地区のゴミの回収人が手押し車でやって 

きて各家を回り、ゴミを回収していく。ゴミの分別はなく、出せる量も決まりはない。 

ゴミの回収代金として月に5,000シリング（2週間ごとに2,500シリングずつ）支払っている。近隣の 

住民は、川岸にそのままゴミを捨てている人の方が多いという。 

ゴミ袋 

■セキュリティ 

家の戸締りだけで、その他の防犯対策はしていない。家族が外出している時は、基本的に 

お手伝いさんが家にいるようにしている。 

住 居   

住居は持ち家である。2005年に750m2の土地を購入し、家を建てた。総額6,000万 

シリングかかった。完成には約5年かかり、2011年から住み始めた。 

近隣の家も多くが持ち家である。 

■自宅の間取り 

自宅の外観 

玄関の外観 食卓 お手伝いさんの部屋 夫婦の部屋 

子供部屋 応接間 
応接間のテレビ台 

客室 
倉庫のバケツ 

廊下 

廊下にある 
緊急用水 
タンク 

子供部屋にある 
妻の鏡台 
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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  SAMSUNG カリアコー 
（新品） 

1000,000 2014年 ― 

DVDプレーヤー パナソニック カリアコー 
（新品） 

150,000 2004年 ― 

ステレオ SONY 街中のSONY 
専門店（新品） 

400,000 2002年 ― 

スマートフォン SAMSUNG Posta（オフィス街） 

（新品） 
280,000 2015年 夫婦とも同じ型のものを持っている。 

2種類のSimカードが使用できる。家にいる 

時は基本的に充電器に挿している。 

パソコン 
（ノートパソコン） 

acer カリアコー 
（新品） 

500,000 2012年 妻が仕事用に使用している。 

冷蔵庫 WEST POINT カリアコー 
（中古） 

450,000 2003年 最近、冷え方が悪くなってきたような 
気がする。 

アイロン PHILIPS カリアコー 
（新品） 

25,000 2008年 
― 

扇風機（天井扇） パナソニック カリアコー 
（新品） 

90,000 2014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。 

自家用車 トヨタ・ラクティス ― 
（中古） 

10,000,000 2014年 
― 

家電製品は基本的に買い慣れているカリアコーで購入している。どうせ買うなら新品で、良い物を買うようにしている。 

お手伝いさんの時間と労力がかかっているので、もし、経済的に余裕ができたら洗濯機がほしい。また、部屋に天井扇は 

あるが、それだけでは暑さをしのぐのに足りていないので、エアコンもほしい。 

DVDプレーヤー 

テレビ 

スマートフォン 

アイロン 

パソコン 

冷蔵庫 扇風機（天井扇） 

自家用車 

テレビ台に並べられた 
DVD ステレオ ステレオのスピーカー 
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食 事   
■買い物 

食品の購入金額は、1ヵ月で約50万シリング。 

●生鮮食品 

すぐ近くの市場で週に1度まとめて購入することがほとんど。足りなくなった時や他にほしいものがある時は、仕事帰り 

にスーパーマーケットに寄ったり、家の近所のお店で買うこともある。 

タンザニア製ヨーグルト 

“Tanga Fresh” 

 

■料理・食事 

平日の朝食は、アーネストさんと妻はそれぞれ職場のオフィスでチャイ（ミルク、砂糖入り紅茶）やコーヒーを飲む。 

子供たちはチャイと近所のお店で買ったマンダジ（揚げパン）を家で食べてから学校に行く。 

昼食と夕食はそれほど変わらないものを食べている。主食はトウモロコシの粉を熱湯でこねて蒸したウガリか、お米を 

炊いたご飯が多い。肉類（牛、豚、鶏）を食べるのは週2、3回程度。それ以外の日は、豆や野菜のおかずをメインに食べ 

ている。 

食事のメニュー例： 

〔調査日の昼食〕ウガリ 

ムレンダ（モロヘイヤ）の煮込み 

ダガーのムチュジ（小魚、トマト、タマネギ入りのシチュー） 

バナナ（デザート） 

 

 
 

デザートのバナナ 

●加工食品 

およそ週に一度、近所のお店や仕事帰りにスーパーマーケットで 

購入している。ヨーグルト（タンザニア製の“Tanga Fresh”：500ml入り 

1,050シリング）をよく買っており、食事の時の飲み物として飲んで 

いる。子供たちのおやつには、バナナチップス（1袋1,000シリング）や 

ジュースを買い与えることがある。おやつの飲み物として、以前は 

炭酸飲料も与えていたが、健康のために、“azam”のフルーツ 

ジュース（タンザニア製、1,000ml入り紙パック：2,400シリング）を与えて 

いる。なお、その他の加工食品はあまり購入していない。 

■調理用熱源 

調理にはガスと炭の両方を使用して 

いるが、主に慣れている炭で調理を 

している。 

主に炭のコンロで 
調理する 

ガスコンロ 

バナナチップス 

タンザニア製ジュース“azam” 

調査日の昼食 

ウガリ ムレンダの煮込み ダガーのムチュジ 
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衣 服 、ファッション  

〔普段着〕 

●アーネストさん：スーツのシャツと長ズボン、ジーンズ等。 

●妻：家ではワンピースを着ている。職場にはシャツとスカート。 

●長女・次女：Tシャツ、ズボン、スカート、ワンピース等。 

大型のショッピングセンターなどには行かず、近くのお店に行くことが多い。購入しない時も含め、月に約5回くらい服の 

ショッピングに行く。古着の物でも新品と質が変わらないものもあり、さらに新品より安く手に入るため、古着をよく購入して 

いる。なお、布地を買ってオーダーメイドで服を仕立てることはあまり行っていない。家の近くに仕立て屋がなく、買った布 

地を仕立て屋に持って行き、できあがったらまた取りに行くというプロセスに時間がかかるため、既製品を購入することの 

方が多い。 

玄関に並べられた靴 

妻の服 （ハンガーラック右側） 

アーネストさんのスーツ類 
（同左側）子供たちの服 

アーネストさん 
（シャツとジーンズ） 

妻 
（ワンピース） 

長女 
（デニムのワンピースとレギンス） 

次女 
（Tシャツとスカート） 

アーネストさんの 
スーツ 

次女のワンピース 妻のワンピース 
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