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■シカゴの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
5万9,688米ドル（2015年）〔出所 商務省経済分析局
／シカゴ・ネイパービル・エルジンメトロポリタンエリア〕

＊人口
270万人（2016年）〔出所 商務省センサス局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
0.7％（2016年）〔�出所 労働省労働統計局／シカゴ・

ゲイリー・ケノーシャ〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
3,702ドル�〔�出所 労働省／シカゴ・ネイパービル・ア

ーリントンハイツエリア〕

■サンフランシスコの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
8万1,347ドル（2015年）〔出所 商務省経済分析局
／サンフランシスコ・オークランド・ヘイワードメ
トロポリタンエリア〕
＊人口
144万人（2015年）〔出所 商務省Census 局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
3.7％（2017年）〔出所 労働省労働統計局／サンフ
ランシスコ・オークランド・サンノゼメトロポリタ
ンエリア〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当等込み）
4,076ドル�〔�出所 パソナ2017給与情報・福利厚生

分析レポート〕

サンフランシスコ

シカゴ

物価ウオッチング
世界の暮らしが見える

サンフランシスコには犬好きな人たちが多く住む。
シカゴでは子供の夏休みをデーキャンプで。

米国
編

San Francisco

Chicago

現地直送レポート



物価データ� 2017年5月12日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝113.3円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（食パン） 1パック（約600g） 4.58 519 スーパー「セーフウェイ」

卵 1パック（12個） 3.99 452 同上

牛肉 100g 2.2 249 サーロイン 同上

しょうゆ 1ℓ 5.1 578 キッコーマン 同上

みそ 1パック（750g） 4.49 509 「ニジヤ有機味噌」 スーパー「ニジヤ」

ラーメン 1杯 13 1,473 とんこつラーメン ラーメン屋「俺ん家ビヨンド」

ハンバーガー 1個 5.39 611 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 350ml 1.5 170 「ブルームーン」 スーパー「セーフウェイ」

電気料金 200kWh 36 4,079 電力会社「PG&E」

ガソリン レギュラー1ℓ 0.82 93 1ガロン＝約3.8リットル／市内平均 「Gasbuddy.com」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 11.5 1,303 初乗り0.2マイルまで3.5ドル、以降0.2マイル
ごとに0.55ドル イエローキャブ

携帯電話
基本料金／月 70 7,931 通話・携帯メール無制限、無制限データ通信付 Verizon

通話料金／月 - -

アパート賃貸料 家具なし1カ月 4,500 509,850 市内2LDK の中央値 2017年5月ザンパー全米賃貸
報告書

自動車（新車） 1台 21,131 2,394,142 トヨタ「カムリ」 トヨタ販売店

映画鑑賞 ロードショー1本 15.49 1,755 「ガーディアンズオブギャラクシー2」 AMC メトレオン16

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 82 9,291 週末、市民料金 プレシディオ・ゴルフコース

ベビーシッター 1時間 15.5 1,756 市内平均 「Care.com」ウェブサイト

自転車レンタル 1日パス 30 3,399
8ドル／2時間。ゴールデンゲートブリッジを
渡ってサウサリートまでの所要時間：1.5時間

（8マイル）

サンフランシスコ自転車レン
タル（フェリービルディング）

ケーブルカー 片道 7 793 サンフランシスコ交通局ウェ
ブサイト

ドッグフレンドリーな街
全米のペット市場は、2016 年に 650 億ドルを超え、
17 年には 700 億ドルに迫る勢い。サンフランシスコの
街を歩くと犬を連れた人に実に頻繁にすれ違う。サンフ
ランシスコ郡全体に住む犬の数は、推定 12 万匹。調査
会社スマートアセットによる、「全米で最もドッグフレ
ンドリーな都市」の調査でも、16 年、17 年ともに第 1
位に選ばれた。これは、人口に対するドッグパークの割
合や、犬を連れて行ける店の数、年間の降雨日数、外を
歩くのに適しているかなどを基に決められる。
サンフランシスコのペットストアでは、動物保護団体

などに保護されていない犬や猫を販売することは、条例
によって禁止されている。犬や猫など大量に繁殖させて
販売する悪質な業者から動物を守るためだ。ペット・
コーなど大手ペット用品店で犬の譲渡会が開かれること
もあるが、犬を飼いたい人がまず調べるのがペットファ
インダーなど、譲渡可能な犬の情報が掲載されるウェブ
サイトやアプリだ。希望の犬種や年齢で検索し、該当す
る犬がいるシェルターやレスキュー団体に面会に行くと

いう流れが一般的だ。引き取
る際に支払う金額は、犬が保
護されている場所によって異
なるが、サンフランシスコの
動物保護・管理局（ACC）
では、成犬で 135 ドル、6カ
月未満の子犬で 175ドル。予
防接種や避妊・去勢手術など
に要した費用がこの中に含まれている場合もある。また
狂犬病の予防接種については毎年これを済ませた上で、
許可証（23ドル～／年）を更新することも必要だ。ACC
では年 4回ほど格安の予防接種イベントを開催しており、
接種料金は通常 20ドル前後だが 6ドルで受けられる。
ACCのウェブサイトには、「ペットを飼うのは“特権

（privilege）”であり“権利（right）”ではない」との記
載がある。月々のグルーミング代（30～200 ドル）や動
物病院や動物救急にかかった場合の費用（数百～数千ド
ル）を払う余裕がない人は、「犬を飼う準備がまだでき
ていない」と見なされているのだ。

（田中　三保子／ジェトロ　サンフランシスコ事務所）
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San Franciscoサンフランシスコ

週末は犬と散歩



物価データ� 2017年5月1日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝111.45円       　

品　目　名 数　量
価格／料金

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（食パン） 1パック（16枚） 3.29 367 ぺパリッジファーム スーパー「マリアノス」

卵 1パック（12個） 3.99 445 L サイズ、オーガニック 同上

牛肉 100g 2.82 314 リブアイ（ステーキ用） 同上

しょうゆ 444ml 2.79 311 キッコーマン 同上

みそ 1パック（750g） 8.39 935 「ひかり味噌」 同上

ラーメン 1杯 11.95 1,332 しょうゆラーメン ラーメン屋「フュリアス・ス
プーン」

ハンバーガー 1個 4.29 478 「ビッグマック」 マクドナルド

ビール 355ml 0.75 84 「バドワイザー」1ダース8.99ドルより換算 スーパー「マリアノス」

電気料金 200kWh 30.8 3,433 シカゴ地域平均 労働省労働統計局

ガソリン レギュラー1ℓ 0.75 84 シカゴ市内平均 「アメリカ自動車協会」ウェブ
サイト

タクシー 昼間5km 7.88 878 最低料金（乗るだけで）2.25ドル、1マイル
ごとに1.8ドル

「タクシーオートフェア」ウェ
ブサイト

携帯電話 基本料金／月 50 5,573 通話、テキスト、データ通信4GB プラン Verizon
通話料金／分 - -

アパート賃借料 家具付き1カ月
（居住面積：123㎡） 2,999 334,239 市内中心部、2ベッドルーム、2バスルーム 「Rent.com」ウェブサイト

自動車（新車） 1台 23,955 2,669,785 トヨタ「カムリ LE」 「トヨタ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 13.69 1,526 「ザ・サークル」 市内中心部映画館
「AMC River East 21」

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 39 4,347 週末、祝日料金 シカゴ郊外「シャンバーグ・
ゴルフクラブ」

ベビーシッター 1時間 11.75 1,310 市内平均 「Care.com.」ウェブサイト

電車 初乗り料金 2.25 251 距離にかかわらず一律料金 シカゴ交通局

美術館 入館料／1名 25 2,786 一般入館料 シカゴ美術館

サマーキャンプいろいろ
米国の子どもたちの夏休みは長い。シカゴの公立幼稚
園から高校まで、夏休みは 6月半ばから 9月初めまで 3
カ月近い。加えて、学年の変わり目なので宿題もない。
米国労働省の調査によると、米国の
約 61％の家庭が両親共働きだ。また、
イリノイ州では 14 歳未満の子どもだ
けで留守番させることは違法となるの
で、子どものみで留守番をすることは
できない。すなわち、子どもの夏休み
の過ごし方は、親たちの時間（過ごし
方）にも大きく影響する。
こうした中で、一つの過ごし方はサ
マーキャンプだ。自然の中で過ごす泊まり込みのキャン
プもあるが、デーキャンプも多い。官民問わず、学校、
博物館、教会、シカゴ市公園局などが、さまざまなプロ
グラムを用意している。
例えば、シカゴ市公園局のデーキャンプは、公園、ビー
チでの水遊び、工作、料理、ゲーム、遠足など、子ども

たちが毎日退屈しない楽しいアクティビティーを用意し
ている。ゴルフ、サッカーなどのスポーツに特化したキャ
ンプもある。期間は 6月末～8月初旬の 6週間、基本的
に 1週間単位で参加でき、朝 9時～15 時で料金は 1 週
間 107 ドルだ。

また、教育機関が運営しているキャ
ンプもある。内容は、遊び中心のもの
からアート系、学習系と豊富なプログ
ラムが用意されている。例えば、シカ
ゴ大学付属校のデーキャンプは、6週
間で（朝 8時半～15 時）2,765 ドルと
なる。迎えを 17 時半にすると 1,220
ドルが加算され 3,985 ドルになる。高
い料金とも考えられるが、充実した内

容のものも多数ある。
申し込みは 2月から開始されるところもあり、人気の
キャンプはすぐに定員となるので情報収集に気が抜けな
い。長い夏休み、いかに有意義な時間を送れるか、子ども
だけでなく親たちにとっても重要なものとなっている。

（落合　静美／ジェトロ　シカゴ事務所）
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　2017年8月号　31

Chicagoシカゴ

サマーキャンプで元気いっぱい


