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家族構成 
 

夫：スフィーソ（仮名）さん（36歳） 

妻：（30歳） 

長女：（10歳） 

長男：（9歳） 

世帯収入 月額：6,660ランド 

職業 夫：椅子職人  妻：露天商 

勤務日数 週6日勤務 ※日曜日は休み  

出身地 夫、妻ともに東ケープ州出身のコーサ族 

【妻の職業紹介】 

業務内容 

基本的に主婦だが、午前中は露天商と 

して、マグウィニャ（Magwinya）という揚げ 

パンを、地元の駅近くで通勤する会社員 

や通学する学生に販売している。 

販売するマグウィニャは、自宅で調理し、 

駅まで運んでいる。 

勤務時間   

深夜1：30に起床し、4：00まで2時間半 

ほどかけて料理。4：00に出発し、9：00 

まで販売を行い、9：30に帰宅。 

その後は13：00頃まで昼寝をする。 

昼寝後は、夫の手伝いで裁縫仕事をやり 

ながら午後を過ごす。 

勤務日 

平日のみ販売を行っている。 

通勤方法 

夫が駅まで送迎してくれる。 

 マグウィニャ マグウィニャ調理するのに、ガスの火 
が良いため、ガスコンロを使っている。 

妻 

夫 

夫の作業場の車庫 

【夫の職業紹介】 

業務内容 

椅子職人として、自営業で生計を立てて 

いる。職場は自宅の車庫。従業員を1人
（月額2,000ランド）で雇用しており、日々、 

ソファーやダイニングチェアの生地の張り 

替えなどを行っている。 

繁忙期は10月～12月で、クリスマスに家 

族が集まる前にインテリアを整えたいと 

いう客が多いとのこと。 

勤務時間   

朝6：30から夜寝る22：00まで働いている。 

仕事の入り次第で、朝の始業時間が早く 

なったり、遅くなったりするが、平均して 

6：30には始めている。  

勤務日 

日曜日以外は毎日。日曜日は教会に行く 

ため、休みにしている。 

通勤方法 

自宅の車庫が職場のため、移動はない。 

しかし、勤務中に材料の買出しや、顧客と 

の交渉で外出することがある。 
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■ 調査実施日：2016年 1月19日 

■ 調査場所 ：西ケープ州* ケープタウン市ランガ（Langa）地区の一般家庭 

■ 調査対象 ：スフィーソ（仮名）さんの一家 

■ 為替レート ：1 南アフリカ ランド ≒ 6.98 円（2016年1月19日 平均値） 

マグウィニャを 
運ぶケース 

*：Western Cape（6ページ地図①） 
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 教会から預かっており、賃料はなし。 

 他の教会の人に1部屋貸し出しているが、賃料はとっていない。 

 入口にゲートなどがなく、セキュリティは手薄。 

 裏庭はとても広く洗濯物干し、椅子の保管等に使われている。 

 子供部屋や、廊下の壁は自身で塗装している。 
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 1人の助手といつも作業を 

  行う車庫。溢れんばかりの 

  資材が置かれている。資材 

  は部屋の中にも置かれ、2 

  部屋ほどつぶれている状態。 

  車は、1日の終わりに中を 

  片付けた後、この車庫に入 

  れている。 

【住居 ①】  

 母屋の外観 

裏庭

車庫

夫婦の寝室

貸部屋

兄弟の
寝室

風呂
トイレ

リ
ビ
ン
グ

台所

物置

物置

間取り図 

【車庫】 

 敷地は広く、外には椅子が雨ざらしで置かれている。 

     日当たりの良い裏庭は、洗濯もの干しに最適。 

 廊下の壁や子供部屋の壁など、スフィーソさん 

  自身で塗装している。 

【内装】 
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 2015年に新調した電気コンロ。レンジと一体式が主流で、この部分だけ、他と塗装ができて 

  いない。 

 トイレは水洗、バスタブと、シャ 

  ワールームがついており、広々 

  としている。洗濯機も一緒に置 

  かれている。 

 ダブルサイズのベッドと、化粧台が置かれ、隅にはべビー 

  ベッドも置かれている。 
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【住居 ②】  

 教会で知り合った青年に一部屋を無料で提供している。 

 まったく別の生活をしており、部屋の中にポータブルの 

  電子コンロやポットなどが置かれている。 

 スフィーソさんは教会では、ゴスペルを歌う歌手もしてい 

  て、教会の人気者。昔はギターなども弾いていたが、今 

  はダイニングの陰でホコリをかぶっている。 

【夫婦の寝室】 【リビング】 

【兄弟の寝室】 

 兄弟の寝室では、10歳 

  の姉と、9歳の弟が一 

  緒のベッドで寝ている。 

  収納は壁面にクロー 

  ゼットがある。 

【台所】 

【風呂・トイレ】 【貸部屋】 
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葬儀保険 

4% 

ガソリン代 

15% 公共料金（電気

代、水道代含む） 

7% 

食費 

28% 

スポーツジム代

（夫） 8% 

洋服代 

9% 

DSTV（衛星放

送） 7% 

インターネット3% 

携帯電話 4% 

ストックヴェル

（妻） 4% 

貯金 4% 

長女・長男の 

交通費 7% 

夫 

（椅子職人）

4,000ランド 

60% 

妻（露天商）

2,000ランド 

30% 

社会補助（育

児）660ランド 

10% 

夫婦ともに自営業で収入に波があるため、平均値。夫の収 

入は、繁忙期の10～12月には月収15,000ランド程度まで上 

がる。夫婦の収入に加え、2人の育児に対しての補助金が 

660ランドあり、子供の通学に関する交通費などを賄って 

いる。学校は公立に通っているため、学費もかからない。 

月支出項目 金額（ランド） 

食費 1,500 

ガソリン代 800 

洋服代 500 

スポーツジム代（夫） 430 

長女・長男の交通費 400 

公共料金（電気代、水道代含む） 350 

DSTV（衛星放送） 350 

携帯電話 200 

ストックヴェル（妻） 200 

葬儀保険 200 

貯金 200 

インターネット 164 

合 計 ：  5,294 

4 

【家計事情】  

月収入内訳 月支出内訳 

月収入合計：6,660 ランド 月支出合計：5,294 ランド 

妻のストックヴェル（貯金タイプ）は、6人で行っており、1人 

毎月200ランドを出し合い、月交代で集まった 1,200ランドを 

1人が使う。したがって、年に2回まとまった金額（1,200ラン
ド）を使うことができる。ストックヴェルは仲の良い友人同士 

で行われる。 

子供の交通費は、学校までの巡回バス代。公立小学校の
為、学費は無料。 

【住宅環境】  

【家財】  

住宅所有の有無 教会が所有 

築年数 不明 

トイレ 水洗 

家賃/購入額 教会が所有する家の世話人ということで、
スフィーソさん一家が在住。 
家賃などの支払いは無い。 
水道と電気代として350ランドを市に 
収めている。 

インターネット 契約無し 

テレビ 2014年に購入、購入金額不明 

冷蔵庫 中古で購入 

固定電話 無し 

携帯電話 夫婦が所持 

洗濯機 DEFY社製、購入時期不明、金額不明 

エアコン 無し 

コンロ ガスコンロの他に、2015年に1,500ランドで電気
コンロを新調した。 

自動車 Ford製の中古車を所有 
（16,000ランドのキャッシュで購入した。） 

二輪車 所有無し 
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4:00 

起床 

出発 

⇒妻を自宅付近の駅まで送迎 

3:50 

4:00 

5:00 スポーツジムへ行く 5:30 

6:00 スポーツジム終了 6:30 

7:00 自宅ガレージにて仕事開始 7:00 

8:00 仕事 
 
※基本的にずっと仕事をしており、時折休憩 

をとっている。 
この間、材料の買出しや顧客との交渉で 

外出することもあるが、基本的には車庫で 

椅子製作を行っている。 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 就寝 22:00 

23:00 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

1:00 起床 1:30 

2:00 マグウィニャ調理 1:30 

3:00 

4:00 

5:00 マグウィニャ販売 
 

※自宅付近の駅で、会社員や学生向けに 

マグウィニャ（揚げパン）を販売。 

販売を手伝ってくれるもう1人の友人と、2人 

で販売している。 

4:30 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10:00 帰宅 9:30 

11:00 昼寝 9:30 

 

 

 

13:00 

12:00 

13:00 

14:00 炊事、掃除、洗濯、 

夫の仕事の手伝いなど 
15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 ドラマ鑑賞 

20:00 

21:00 就寝 21:00 

22:00 

23:00 

0:00 
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【時間】 スフィーソさん一家の１日  

●夫：スフィーソさん ●妻 

～ 

～ 



【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 
かぎり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、ジェトロおよ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。 
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http://www.southafrica.info/about/geography/geography.htm#.VVGvAvmqpBc 

国名 南アフリカ共和国（Republic of South Africa） 

面積 約122万km2（日本：約38km2） 

首都 
プレトリア（行政） 
＜ケープタウン（会議）、ブルームフォンテーン（司法）＞ 
※経済の中心はヨハネスブルク 

人口 約5,400万人（2014年推計値） 

民族 黒人79％、白人9.6％、アジア系2.5％ 

言語 英語、アフリカーンス語、ズールー語等計11言語が公用語 

宗教 キリスト教（80％）、ヒンズー教、イスラム教 

独立 1910年5月31日 

 

 海岸線2,500km（大西洋、インド洋） 
 

 海岸沿いの平地は狭く、急斜面が
内陸部の台地と海岸を隔てている 
 

 米国の約1/8、フランスの約2倍、 
    ドイツおよび日本の約3倍の面積 

 
 南北、東西にそれぞれ1,600km程 

 
 ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、 
     モザンビーク、スワジランド、レソト 
     の6ヵ国と国境を接する 

 

【概 況】 


