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KAIZEN Programmein Zambia
‐Nation

Wide Programme Promotion Status―
KAIZEN Programmc Offlcc
Kiyoshi Adachi

KAIZEN Progamlllc Omccr
Zambia Development Agcncy(ZDA),Zambia Associ誠 lon ofManufacturers(ZAM),
Japan lnternational Cooperation Agcncy(JICA)
Zanlbia

釉 e Ministry ofCoIIllllerCe,Trade and lndust7 ofZambia is driving thc policy
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According to this gove■ lment policy Zalllbia Developmellt Agency(ZDA),

Zambia Association of Manufacturers(ZAM)and Japan lntemational
Coopcration Agcncy(JICA)havejOintly startcd KAIZEN programme as a national
programme with illtrodllcing QCC aCtiVitics in widc rangc ofbusiness operttions in Zambia
since 2009.
In the irst ycar(2009)9 QCC tCams tte ottanized as br modcl cases alld

startcd to challenge GEMBA KAIZEN act市 ities.
Evcn it was first trial ofQCC actiViサ in Zambia and evcn it was only short

period oftime rcmakablc product市 iw imprOVCment alld qualiサ imprOVemcnt
was brougllt out from tlleir activities.
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activlサ

repOrts werc presented in thc frst Zalnbia National KAIZEN Conferencc

in Febrtla壇/2010.

In tllc sccond ycar(2010)the prOgralllme wcrc cxpandcd to 43 QCC teams

from various business scctors alld GEMBA KAIZEN was more promoted.

Second Zambia National KAIZEN Confercnce was held in Februaw 2011
and selected 20 QCC tCams prcsented their KAIZEN reports to share KAIZEN ideas.
KAIZEN activttics by QCC arc nOw being rapidly deploycd in Zambia widcサ
into various busincss sectors such as Public Sectors,Non Manuね cturing Sectors
and Manufacturing Scctors as wcll.
Tllc papcr is introducing outline ofthe ICAIZEN Progal■ lllle in Zambia

、
vith

its latest status and effccts.
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ザ ンビアに於 ける改 善 プ ログラム
…改善プログラムの全国展開状況 ―
改善 プ ログラム事務 局
足立 潔史
改善推 進委 員
ザ ンビア開発 局 (ZDA),ザ ンビア製 造業 協会 (ZAM),
国際協力機 構 (JICA)

ザンビア共
ザンビア共和国 の通商貿易産業省 は2009年 1月 に次 のような国家政策 を打ち出した。
移 ヨ %軽 業 の 群 物 を輸 出貢献 できる影 ″ 育成 ι、製造 カモ リ に占める貢献率 を
こ2θ %ま で向上 させる。多 数 め ￨こ技術 力 の多 言訊練 を″ い、工業製 品
2θ ノ酵 7で々
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この政策 に呼応してザ ンビア開発 局 (ZDA)と ザ ンビア製造業協会 (ZAM)お よび
国際協力機構 (JICA)は 、2009年 に共同でザンビア国の 国家 プ ロジェクトとして
「改善 プログラム」を 立 ち上げ、このプログラムの 中でQCC活 動 の普及を始 めた。
初年度 2009年 にはモ デル ケースとして9つ のQCCを 結成 し、QCCの 基本的知識 の教育、
および現場での実践的改善活動 の指導を行 つた。
初年度 の活動 は短 期 間 の指導 ではあったが、日覚しい生 産性 改善を実現することができた。
その結果を持ち寄つてザンビアで初 めてとなる改善事例発表全国大会を2010年 2月 に
行 った。多くの一 般聴衆 の参加も得て改善活動を推進する上での大きな一 歩 となった。

2年 目となる2010年 には幅広 い業務分野 から43の QCCの 参画 が得 られた。
製造業以外 にも非製造業、公共機 関からも参加 があった。
第 2回 目の改善事例発表 全 国大会 は2011年 2月 に行われ 2日 間で20事 例 の発表が
された。第 1回 に比 べ ると発表者も聴衆も2倍 以上 になり大 い に盛 り上がった。
改善 の事例を通 して多くの改善 のアイデア、QCの 技法 が学 ばれた。
本報告書 はザ ンビア共 和 国における「改善プ ログラム」と、それ に伴うのQCC普 及推進
活動 の経緯 とその成果を紹介す るものである。

