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家族構成 
 

祖母：ボンギさん（年金暮らし 62歳） 

祖父：（年金申請中 62歳） 

妻：（無職 40歳） 

長女：（無職 24歳）    長女の息子：（1歳） 

次女： （無職 20歳）   次女の息子：（11ヵ月） 

末っ子： （5歳） 

世帯収入 月額 1,420ランド  ※黒人の最下位所得層（4ページ参照） 

職業 全員無職 祖母：ボンギさんの年金で生活 

勤務日数 無し 

出身地 祖母はズールー族でクワズルナタール州出身。 

その他の家族は全員ソウェト出身。 

【家族のそれぞれの状況】 

・働き手がいない家庭。 

・収入源は、祖母の年金のみ。 

・祖父はなんらかの訴訟を起しているようで 

裁判所に通っているが、無職。 

・長女は、子持ちの交際相手とは正式な結婚 

はしていないものの、ほぼ夫婦関係にある。 

しかし、この交際相手も現在無職。 

・次女の夫は現在別居しているとのことだが、 

無職で特にお金を送金している様子もない。 

・祖父も年金をもらえる年齢だが、現在申請 

中とのことで、まだ受け取っていない。 

たまたま 
居合わせた 

友人 
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■ 調査実施日：2016年 2月26日 

■ 調査場所  ：ハウテン州*1 ヨハネスブルク市 ソウェト地区*2の一般家庭  

■ 調査対象  ：ボンギ（仮名）さん一家 

■ 為替レート：1 南アフリカ ランド ≒7.26 円（2016年 2月 平均値） 
*1：ハウテン州（Gauteng：5ページ地図⑥）は、経済都市のヨハネスブルクと、政治都市のプレトリアの2大都市を含む。 

人口は1,200万人で国内の約23.7％を占める。経済規模は国内最大の34%を誇る。 

*2：ソウェト（Soweto)地区は、南アフリカ最大のタウンシップ（旧黒人居住区）。詳細は5ページ参照。 

祖母のボンギさん 

次女とその息子 長女とその息子 

長女と 
その息子 

次女 
妻と 

次女の息子 



Copyright (C) 2016 JETRO. All rights reserved. 2 

【住居】  

■ 外観 

 水道は外に一つあり、これを洗濯、 

炊事に使用。水道は外に設置され 

ているが、ボンギさんの家で独自に 

使用しており、共用ではない。 

 トイレは家の外に別で置かれて 

いるが、きちんと塀で囲まれている。 

■ 内観 

 入り口を入ってすぐに、4畳ほどの 

キッチンダイニングスペースがある。 

キッチンには水道が引かれていな 

いため、外から水を汲んで使う。 

冷蔵庫の中身は空に近いが、電気 

は通っている。 

 寝室はダブルサイズのベッドと 

化粧台のみ。 

 空いたスペースは、物置状態と 

なっている。 

 屋根はトタン葺き。  電気代用の検針メーターが付いて 

おり、支払い用の口座もあるが、 

電気代は支払っていない。 
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食費 

100% 

祖母（年金） 

100% 

住宅所有の 
有無 

政府の所有 
RDP（Reconstruction Development 
Programme）で貸与されている。 

2010年に入居。 

築年数 不明 

トイレ 水洗トイレ 

家賃/購入額 無し 

インターネット 契約無し 

テレビ 有り 

冷蔵庫 中古で友人から購入 
（購入時期や金額は不明。） 

固定電話 無し 

携帯電話 長女、次女が所持 

洗濯機 無し 
（屋外にある水道で水を汲み、手洗いする。） 

エアコン 無し 

コンロ 電気コンロ有り 

自動車 無し 

二輪車 無し 
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【家計事情】  【住宅環境と家財】  

【間取り図】  

水道 
物干し置き場 

入口の玄関ドア 

月収入内訳 

月収入合計：1,420 ランド 

月支出内訳 

月支出合計：1,420 ランド 

支出の明細は、わかっていない。しかし、ほぼ全て食費で 

消えてしまう。 

食品の買い物は、Pick n PayやShoprite、Cash＆Carryに 

行く。 
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■南アフリカ家庭所得・人種別段階（5段階）の内訳 

平均年収（ランド） 69,632 139,190 252,724 387,011 

平均月収（ランド） 5,803 11,599 21,060 32,251 

※南アフリカ統計局 http://www.statssa.gov.za/publications/P0100/P01002011.pdf のデータを元に作成。 
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〔南アフリカ所得関連データ〕 

グラフ出典：南アフリカ統計局 http://www.statssa.gov.za/publications/P0100/P01002011.pdf 「家庭の収入と支出2010～2011年 」  

※平均年収・平均月収は、南アフリカ統計局のデータを元に作成。 

■黒人層所得（家庭一人あたり年収）別比率 
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http://www.statssa.gov.za/publications/P0100/P01002011.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0100/P01002011.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0100/P01002011.pdf


【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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出典：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】 

●ハウテン（Gauteng）州 ヨハネスブルク市 ソウェト（Soweto）地区 ・・・南アフリカ最大のタウンシップ 

タウンシップとは、かつてアパルトヘイト時代に黒人専用の居住区として指定された地域を指し、SOWETOは 

“South Western Townships”の略で、ハウテン（Gauteng）州 ヨハネスブルク（Johannesburg）市にある居住区のひとつ。 

アパルトヘイト撤廃後、黒人は住む場所を自由に選ぶことができる権利があり、タウンシップ外に住む黒人もいるが、 

同胞のいる、あるいは生まれ育ったタウンシップの方が住み心地がよいとして、今もなおタウンシップに住む黒人が 

多いのが現状である。また、裕福になってもタウンシップの中に住んでいる高所得層も大勢存在している。 


