
Making it 
happen

www.psrc.pwc.com

地方自治体と公的機関が
成果目標を達成するのた
めのロードマップ

PwCパブリックセクター
リサーチセンター発行



2 PwC

序文
当報告書は、現代において地方自治体
のリーダー達が取るべきアクションの
ガイドラインを提供することを目的と
している。成功事例に基づいた効果的
な戦略の実現を通じて、住民およびビ
ジネス界におけるステークホルダーが
望む成果をどのように達成するかにつ
いて、私たちの見解を述べている。

調査結果は、PwCのグローバル都市お
よび地方自治体ネットワークの発刊物
である『Cities of the Future』および
その後のツールキットである前年度発
刊 の 世 界 金 融 危 機 に 関 す る 報 告 書
『Seizing the day』、また世界中の都
市および地方自治体へのサービスを通
じて得た知見をもとに作成している。

私たちの調査にご協力頂いた地方自治
体のリーダーたちに感謝の意を述べた
い。地理的にバランスがとれたものと
するため、グローバルサーベイの108の
回答のうち、64の回答に注目した2。回
答結果は、1.2億人を超える人口を保
有する自治体の中で先進国から34の
回答数、発展途上国から30の回答数
となっている 3。私たちはまた、中
東、オランダおよび南アフリカなど、
特定の地域における報告書も依頼し
た。当グローバル報告書のサンプルと
方法論の詳細については付録に記載さ
れている。

当報告書は、多くの都市や地方公共機
関の積極的な協力なくしては、作成さ
れていなかったであろう。回答者の見
解が当報告書の基礎をなしている。彼
らの寄与に対して、感謝の意を述べ
たい。

金融危機により直面する多く
の課題が深刻になった都市や
地方自治体は、企業投資、人
材確保、また観光客を惹きつ
ける競争力のある戦略を早急
に立てなければならない1 。
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1  『Seizing the Day: The impact of the global financial crisis on cities and local public services』、2010年PwCパブリックセクターリサーチセンター 
2  合計で108の回答を得た：回答内容の偏りを避けるため、1カ国当たり5回答までの割り当てを設けている 
3  「先進国」はOECE加盟国、「発展途上国」を非加盟国と定義している

昨年度に発行した、都市とグローバル
金融危機に関する報告書『Seizing the 
day』では、多くの国で公共部門の債
務が増加し、支出は削減され、少ない
労力でより大きな成果を出さなければ
ならない状況での戦略実行の重要性を
強調した。しかし、都市の管理者は、
いかにして最善の戦略を実行し、新時
代においてビジョンを実現させること
ができるのであろうか？都市は望む結
果を実現することができるのだろう
か？そして、予算の削減を乗り越え、
地域の経済を発展、向上させることが
できるのか？

世界不況から回復するにつれて、当報
告書は都市が戦略を実行するのに不可
欠な成功要因を特定し、ビジョンの実
現に向けて発展させることによって、
いかに成果を出すのかに焦点を当てて
いる。

リーダーシップだけでは不十分 
リーダーシップは、組織が戦略を策定
し、実行するためには重要である。今
年度の調査で再び目立ったとおり、ト
ップレベルの後援は絶対的な必要条件
である。しかしリーダーシップもまた
万能薬ではない。成果は組織の内外を
問わず、もはや1つではなく多くの組
織に左右される。公共サービスへの公
共部門、民間部門およびボランティア
機関の協働は増加しており、組織の内
外を問わず全てのステークホルダーは
成功できるチャンスを最大化するため
に協力する必要がある。現状、多くの
地方自治体は財政緊縮が迫られてお
り、結果を出すこと、そのための資金
調達に対する優先順位付けを行い、そ
れに注力するべき時を迎えている。
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サマリー

要な要因となっている。さらに、80%
を超える回答者が戦略の遂行と成果を
出すことに対して、リーダーシップは
良い影響を与えると回答しており、先
進国では88%に達している。

リーダーシップは戦略の遂行と成果を
発揮するためには重要であると認め
られるが、私たちの見解では、リー
ダーシップそのものだけでは十分では
ない。当調査では、リーダーシップ以
外のビジョンを達成するための内部管
理能力のうち、地方自治体は下記の4
つの分野で必要とされる能力が不足し
ているという結果が明らかになって
いる。

• ファイナンス：当調査の回答者の
2/3以上（67%）が、戦略を遂行す
るに当たり、最も重大な障壁であ
るとしている。ファイナンスの課
題を克服するための計画策定能力
が欠如しているようである。適切
に評価され、低減されたリスクで
ファイナンス計画に裏打ちされた
戦略を保有していると回答したの
は、回答者のわずか1/4（28%）の
み に す ぎ な い 。 そ の ほ か 回 答 で
は、一部または全てのファイナン
スがリスクにさらされているとい
う結果も出ている。これは組織内
に、継続的に市民へのサービス提
供を可能にし、新しいファイナン
スを開発し監視できる能力が欠如
していることに起因している。実
際、この点に関して高い能力を有
していると答えたのは、回答者の
14％のみにすぎない。発展途上国
の地方自治体では、回答者の50%
は限られた能力を有する、または
全くその能力が欠如していると回
答している。

• シンプル化、標準化、合理化4：大
規模の自治体はブランドを構築で
きるが、組織を規模別に分析した
ところ（職員数によって測定）、
規模が迅速性の制約となる可能性
があることが明らかになった。特
に、職員が3,000人未満の組織で
は、全ての階層を協働のプロセス
（15%と比較し37%である）に巻き
込んでおり、意思決定の階層の数
から発生する戦略実行への悪影響
が少ない（38%と比較し21%）。ま
た組織の複雑性も少ない（53%と
比較し20%）。

• 遂 行 計 画 ： 回 答 者 の わ ず か 1 / 5
（ 1 9 % ） が 断 続 的 な モ ニ タ リ ン
グ、アップデート、リスク低減策
とともに、説明責任と責任の所在
がわかる包括的な遂行計画を行っ

戦略は、その実行によって評価がさな
れるものである。出発点は、戦略的目
標を捕らえた明確なビジョンを作成す
ることである。したがって、ほとんど
の回答者（2/3以上の69%）が戦略的
なビジョンを持っている、またほぼ半
分の回答者（48%）による、そのビジ
ョンが実施され、その成果が表れてお
り、随時見直しがされているという調
査結果には勇気づけられる。ビジョン
が策定されていない場合でも、その必
要性は認識されており、大多数は作成
中であるという結果である。 

ビジョンの達成に向けて全ての資源を
投入するために、自治体の管理者は多
様な内的能力を開発しなければならな
い。たとえば、精神的なリーダーシッ
プ、強い都市ブランド、社会的知能を
通じたほかの自治体から学ぶ能力など
である。重要なプログラムおよびプロ
ジェクト、都市機能を発揮する人材な
どの資産やパフォーマンスリスクなど
を管理する能力も身につける必要が
ある。 

当然ながら、以上のことは持続可能
で、市民、民間部門、学術機関、非政
府組織（NGO）と協働する形で行われ
なければならない。調査では、地方自
治体がビジョンの策定と戦略の実行に
際し、外部のステークホルダーに協力
を求めているという結果が出ている。
たとえば、調査では、多くの地方自治
体 は 戦 略 実 行 の た め に 民 間 部 門 
（87%）、公共部門（82%）、ボラン
ティア部門（77%）と協働する必要が
あると回答している。同様に、回答者
の3/4は現在、公共部門と公共部門、
公共部門と民間部門、公共部門とボラ
ンティア部門の連携（50%）を利用し
てサービス提供が行われていると回答
している。 

しかし、調査では戦略を遂行するに
は、ある際立った内的能力が必要であ
ることが明らかになっている。それは
リーダーシップである。これには3/4
（78%）を超える回答者が重要視して
おり、戦略の遂行を可能にする最も重

4 『Standardising processes, improving performance」、2010年 PwCパブリックセクターリサーチセンター
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ている。事実、回答者の1/5（22%）
は計画を全く行っていない。その
ような状況では何の戦略も遂行さ
れない。これは特に発展途上国で
の問題であり、そこでは回答者は
高い割合2/5（40%）で何の計画も
存在しないと回答している。

• 枠組みの作成とトラッキングシス
テム：サービス提供の最も大きな
課 題 は 成 果 の 評 価 （ 回 答 者 の 
4 3 % ） 、 成 果 の モ ニ タ リ ン グ
（40%）であることが明らかにな
った。情報とトラッキングを支援
するシステムが欠如しているとい
うのも懸念事項である。回答者の
1/10（11%）は包括的な成果管理
の枠組みが存在しており、それは
組織の戦略目標に完全に連動して
いる。また、市民への透明性のあ
る 開 示 に よ っ て 裏 付 け ら れ て い
る。同様に、回答者の1/6（16%）
は包括的なリスク管理の枠組みが
存在しており、組織全体で遂行さ
れている。これは、出来高払いへ
のアプローチなど、外部との協働
が増加している傾向おいては、特
に重要なことである。当調査の回
答者の39%は成果による報酬制度
は効果的であると回答している。
この傾向は、成果を測定、モニタ
リングまた評価するための効果的
なシステムを必要とする。 

それでは何が必要なのか？PwCの見解
では、都市と地方自治体は行動に優先
順を付け、戦略を効果的、効率的に遂
行するための内的能力を身につけるこ
と、また外部へのリレーションシップ
を確実に構築するロードマップを開発
し、最終的には住民とビジネス界によ
りよいサービス提供ができるようにな
ることが必要である。 

地方自治体は、下記のような成果を出
すためにとられる活動に対し、困難な
課題に直面している。

• 戦略の遂行と成果の提供に対する
最 も 大 き な 単 一 の 障 壁 で あ る 場
合 、 フ ァ イ ナ ン ス 能 力 向 上 へ の 
投資

• 共同の成果目標の設定、連携によ
る競争力の構築、成果のモニタリ
ングとマネジメントをプロフェッ
ショナルなものにするなど、主要
なステークホルダーとの効果的な
協働を可能にするために、組織を
再編する

• 規模の影響を調査し、業務の標準
化、シンプル化、効率化の追求

• 明確な役割分担、責任関係、タイ
ムテーブルを記載した、明瞭で文
書化された遂行計画の開発

• （社会的・経済的な）成果を測定
し、金銭的に評価できるシステム
を設置することによってプログラ
ムとプロジェクトをより効果的に
優先付けし、管理すること

多くの国では確立されていない制度で
あることから、成果へ焦点を当てるこ
とは重要である。それは迅速に成果出
す必要がある地方自治体にとって試金
石になるべきである。
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序論と背景

25%から30%の都市での予算削減を背
景としている国もあり、特に課題とな
っている。前年の『Seizing the day』
ではこのように述べている。明確な思
考と、注意深い計画があれば予算の見
直しによってサービスの維持ができな
くなることはない。サービスを見直
し、早い段階における自治体の介入や
予防策の取り組み、効果的な連携への
真剣な取り組みや委託に注力すること
によって、都市と地方自治体は道筋を
示すことができる。 

都市の未来
都市の管理体制は複雑である。『Cities 
of the future 5』の公表に伴い、持続
可能な競争力のある都市が未来へ発展
をする方法を検証している。私たち
は、統合された戦略アプローチの作成
を提唱しており、図1で見られるよう
に、そのアプローチの進展は、世界中
の 異 な る 規 模 の 都 市 で 検 証 さ れ て
いる。 

都市がまず行わなければならないの
は、戦略的目標を捕らえた明確なビジ
ョンを作成することである。ビジョン

今日、世界の都市は、持続可能な経済
成長のエンジンとなっている。都市が
なし得たかつてない成長は、将来の機
会を最大限に活かしながらも、社会問
題、環境問題および経済問題に全体的
なアプローチで取り組む力との結びつ
きが強い。しかし、当報告書におけ
る、多くの都市にとって最も差し迫っ
た課題は、いかに成果を発揮し、自ら
のビジョンを現実のものへと変えてい
くかということである。 

図1：全体的なアプローチ
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明確な思考と、注意深い計画があれば予算の削減によっ
てサービスの維持ができなくなることはない。サービス
の見直し、早い段階における介入や予防策の取り組み、
効果的な連携への真剣な取り組みや委託に注力すること
によって、都市と地方自治体は道筋を示すことがで
きる。

5 『Cities of the future - global competition, local leadership』、2005年 PwC
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図2：未来の都市への道程
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の達成に向けて全ての資源を投入する
ために、都市の管理者は複数の内的能
力を開発しなければならない。たとえ
ば、精神的なリーダーシップ、強い都
市ブランド、社会的知能を通じたほか
の都市から学ぶ能力などである。重要
なプログラムおよびプロジェクト、都
市機能を発揮する人材などの資産の発
掘やパフォーマンスリスクなどを管理
する能力も身につける必要がある。フ
ァイナンスを効果的に管理することも
必要である。当然ながら、上記の全て
においても持続可能であり、かつ市
民、民間部門、学術機関、NGOとの協
働を通じて行われなければならない。

明確なビジョンと内的管理能力を開発
す る こ と に よ り 、 都 市 は 社 会 、 環
境、ICT、政治参加など長期的な繁栄
に欠かせない要素または資本を戦略的
に管理し、投資し、優先順位をつける
ことができる。適切な政策を遂行する
ことにより、都市は戦略的なビジョン
に最も関連する資本への投資を最大化
することができる。その一方で、ビジ
ョンと関連のない資本への投資を最適
化できる。明確なビジョンを持つ都市
と自治体は、このアプローチを直面す
る課題に対する枠組みとして採用して
いる。

当 然 な が ら 、 都 市 の 政 策 や 成 果
が、PwCが未来都市について描くビジ

ョンと調和する度合いは、都市によっ
て異なる（図2参照）。全体的なアプ
ローチを市政に採用することにより得
られた教訓には、下記のようなものが
ある。

• ビジョンと戦略計画の必要性：現
状、これらの存在は主流であると
思われるが、常に必要とされるわ
けではなく、依然として多くの都
市では存在していない

• 優れたビジョンとは、挑戦的なだ
けではなく、明確なゴールと実用
的なステップを備えている現実的
なものである

• ビ ジ ョ ン 策 定 と 計 画 は 幅 広 い ス 
テークホルダーを巻き込むべきで
ある。国境を越えた協働は説得力
のある、魅力的なビジョンととも
に必要である

• 全体的なアプローチには、社会経
済の発展に関する知恵の活用から
始まり、戦略の遂行までの計画が
必要である

• 未来に向けてのロードマップを作
成しながら、全体的なアプローチ
を掘り下げ、優先順位をつける必
要がある。また、新しい市政運営
に は 、 成 果 を 迅 速 に 出 す た め
に、100日 プランが必要である

政
策

／
計

画

理想的な都市

停滞している都市

都市の未来 
チャンスに満ちた都市

冒険的な都市
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チャンスに満ちた都市
都市の発展に向けた包括的で、バラン
ス の と れ た ア プ ロ ー チ の 重 要 性
は、PwCがPartnership for New York 
cityと共同で作成した「Cities of Op-
portunity」に関する4つの年次報告書
において、掘り下げられているテーマ
である。2010年度版では、「ビジネ
スと住民の双方にとって、よりバラン
スのとれた都市になればなるほど、運
営はより上手くいくだろう」と言及し
ている6。

上記の報告書は、知的資本とイノベー
ション、テクノロジーへの準備、輸送
手段とインフラ、健康や安全および治
安、サステナビリティー、経済的な 
「勢い」、ビジネスのしやすさ、コス
ト、人口統計や居住性、ライフスタイ
ル資産など、多くの主要な要因に関し
て選定された都市の立ち位置を特定し
ている。

2011年5月に発刊された直近の報告書
によると、当報告書でのランキングの
トップ10都市を特徴づけているのは 
「包括的なバランス」である。それら
の都市は、経済活動力と知的活力の中
心地となっている。4つの大陸に広が
っているが、経済的なインフラとネッ
トワーク、法律、商業保護、教育シス
テムと文化的な基礎、市民組織と社会
的安全など、深く共通点がみられる7。

6 『Cities of Opportunity』、2010年3月 Partnership for New York CityおよびPwC 
7 『Cities of Opportunity』、2011年3月 Partnership for New York CityおよびPwC

危機に瀕している都市
当報告書では楽観的に記載している
が、都市が抱える複数の課題が金融危
機により深刻になったここ数年は、一
層厳しい状況に直面していた。「深刻
な金融危機」のどん底で、都市の管理
者に必要な全ての能力のうち、効果的
なファイナンスマネジメントは非常に
重要であり、とりわけ、大きな影響を
受けた先進国にとっては重要である。
そのほかに必要な能力としてはプロジ
ェクト、成果リスク、連携、資産およ
び人的資本の管理能力である。 

実際、『Seizing the day』では、 資源
が少ない金融危機に際しては、サステ
ナビリティーやステークホルダーとの
関与に取り組む必要があるものの、戦
略遂行の重要性について強調してい
る。当報告書では金融危機がいかに世
界中の都市に影響を与えたかを検証
し、また都市が成長を維持するため
に、戦略を効果的・効率的に遂行する
必要があることを示唆している。これ
により、民間部門が異なる大陸で異な
るスピードで回復を見せるにつれ、都
市がビジネス投資に成功し、人材を確
保 し 、 訪 問 者 を 招 く こ と が 可 能 に
なる。 

成果を発揮する
しかし、都市の管理者はいかに戦略を
遂行し、ビジョンを示すことができる
のだろうか。望む結果を提供すること
ができるのだろうか。また市民は結果
に満足するのだろうか。 

都市がどのように対応し得るのかを検
証するために、PwCは戦略を遂行する
のに必要な能力に対して実用的な知見
を得る目的で、より詳細なリサーチを
実施した。ビジョンと戦略を設定し、
成果の形を変えていく間にいくつかの
成功要因が存在している。少ない資源
で多くのことを成し遂げなければなら
ない状況では、定義付け、投資、人材
育成、そして国際的な地方自治体とし
ての役割の変更、広範囲におよぶス 
テ ー ク ホ ル ダ ー （ 民 間 部 門 、 市
民、NGO）との協働関係などが必要と
なる。

「深刻な金融危機」のどん底で、都市の管理者に必要
な全ての能力のうち、効果的なファイナンスマネジメ
ントは非常に重要であり、とりわけ、大きな影響を受
けた先進国にとっては重要である。
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このセクションでは、都市と地
方自治体に関するPwCの調査
で明らかになった、成果を発揮
するのに必要な能力に関する事
例研究とともに、戦略を行動に
結びつけるマネジメント能力に
関する発見事項について提示し 
たい。 

ビジョン、戦略、ステークホルダー
における統合の欠如
都市と地方自治体の出発点は、内部と
外部双方のステークスホルダーとの協
働が定式化され、自らが選んだ道筋へ
乗り出すことで、戦略的なビジョンを
描くことである。 

当調査において、多くの回答者（2/3
以上、69%）が戦略的なビジョンを持
っており、ほぼ半分の回答者（48%）
がビジョンは導入され、組織に影響を
与えており、定期的に見直しがされて
いる（図3参照）と回答しているのを
知ると心強くなる。さらにビジョンが
存在しない場合でも、その必要性は認
識されており、多くの場合は作成中で
ある。この点に関しては、調査した都
市にとって幸先の良い出発点となって 
いる。

しかし、これはストーリーのほんの一
部にすぎない。ビジョンそのものだけ
では不十分である。地方自治体の戦略
や内外の主要なステークホルダーと提
携、統合する必要がある。

図3：戦略的なビジョン

No strategic vision in place or recognition
of the need for one

Recognition of the need for a strategic
vision, but none in place yet

Strategic vision being developed and documented,
but not implemented yet

Strategic vision being implemented

Don't know / Not applicable

Key one

%

1.6

0.0

Strategic vision being implemented, is having a clear
impact on the development of the organisation and

is regularly updated

Key two

4.7

25.0

20.3

48.4

回答数　64 
質問　文書化された長期（5年以上）の戦略ビジョンが存在していますか？

「東洋の真珠」の輝きを取りもどすためのビジョン
のどかなビーチ、寺院、モスク、また世界レベルの教育とインフラによっ
て、ペナン島は1970年代から、魅力的な多国籍地域へと差別化した。2008
年、ジョージタウンがUNESCOの世界遺産リストに登録されたことにより、ペ
ナン島の観光産業が栄えることになり、マレーシアの観光収入の70%を占め
ている。しかし、地域での競争が激化し、製造業と観光産業の成長は減速し
ている。

ペナン島はマレーシア第2の都市として、グローバル化しつつも、地域指向
であり、中間所得層から脱出するために現地に根差し、また2020年までに
先進国になる必要がある。ペナン島は、下記のようなニッチな分野での知識
を中心とした、スキル集約経済へ変貌しつつある。

• ペナン島をインドネシア、マレーシア、タイの成長トライアングルおよび
北方ASEAN地域のビジネスハブとして再ポジショニングする

• 医療機器製造や医療ツーリズムのような既存成長領域を強化し、最適化 
する

• 農業ビジネス（最新の農業手法やサプライチェーンマネジメント）のよう
な新規分野の成長を促す

• 現地の人材を定着させ、グローバル人材を確保するための「粘着性のある
場所」にすることで、ペナン島をブランド化する

出典：Cities、 People & The Economy – A Study on Positioning Penang 2010年、Khazanah Nasional Berhad および The 
World Bank   
 Penang – A Portrait of Progress、2011年 The Edge Malaysia

発見事項

私たちの調査では、回答者のほぼ2/5
（36%）は、戦略は「ビジョンと完全
に統合されている」と報告した。しか
し、多くの回答者は、その統合レベル
は完全ではないと回答した。特に発展
途上国では、いまだ統合の初期段階で
あり、これらの国々で地方自治体の戦
略と都市のビジョンが完全に統合して
い る と し た の は 、 約 1 / 4 の 回 答 者
（23%）にすぎない。

統合されつつあるが、いまだ不完全で
あるというケースでは、以下のように
内外のステークホルダーとの関係も考
えられる。

• 内部のステークホルダー：特に、
シニアマネジメント（驚くことで
はない）が地方自治体の戦略策定
に関わっており、そのほかの職階
の関与レベルはさまざまである。
回答者の約半分（53%）は内部の
全ての階層が関与していると回答
したが、わずか1/4（25%）のみ
が、高い協働関係を築いていると
回答した（発展途上国ではさらに
低く、17%）。

• 外部のステークホルダー：回答者
の約半分（56%）が、住民、公共
部門、民間部門およびNGOなどの
外 部 の ス テ ー ク ホ ル ダ ー と 協 議
し、また戦略遂行における「協働
構築プロセス」の主要な協力者で
あると回答している。先進国と新
興国の回答で重要な差異が存在し
ている。新興国の回答者のわずか
1 7 % の み が 外 部 の ス テ ー ク ホ ル 
ダーを関与させていると回答した
が、さらに20%が主要な協力者で
あると考えている。

戦略的ビジョンがないまたは必要性が認識されていない

戦略的ビジョンの必要性は認識されているが、 

策定されていない

戦略的ビジョンが策定され文書化されているが、 

遂行されていない

戦略的ビジョンが遂行されていない

戦略的ビジョンが遂行され、組織の発展に明確な影響があり、

定期的に見直されている

わからない／回答なし
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PwCの見解
私たちの見解では、都市の管理者に
は以下の項目が必要である。

• 何が組織を推進させ、何が組織に
とって最も有用で、それはなぜか
など、組織に注力した明確で実行
可能な戦略

• 市場の力へ敏感になることによっ
て、定期的に変化する環境に対応
し、将来の影響を可視化する能力

• 組織変革のための明確な権限移譲

地方自治体における主要課題の1つ
は、都市のビジョンと統合した戦略
を作成すること、および戦略実行に
役割を果たす人々が「私たちの戦
略」と思えるような方法で戦略を策
定し、主要なステークホルダーを巻
き込むことである。特に、景気後退
期においては、地方自治体の管理者
は、内外問わずステークホルダーの
問題を理解し、彼らの期待にこたえ
るために定期的にオープンな対話を

実施し、変化に向けた彼らの支援を
獲得する必要がある。

私たちの経験では、多くの場合、ス
テークホルダーは与えられたデータ
について質問（伝統的な相談）され
るが、このアプローチと、オープン
で、フィードバックを伴う協働によ
る計画プロセスとは異なるものであ
る。したがって、伝統的な相談と該
当国の文化や法的プロセスによって
変わる協働には差異がある。また、
戦略の遂行に役立つ「人々の知恵」
を集め、ステークホルダーを最大限
活用するために、内部および外部と
のコミュニケーションがどのように
なされるかという問題もある。 

今こそ、まさにソーシャルメディア
を活用する時である。「アラブの
春」は、多くの市民を共通のゴール
に向けて結集させるために、ソーシ
ャルメディアがどのように使われた
かを示している。このエネルギーの

わずか一部でも都市のビジョンの作
成に利用することができたとした
ら、結果として変化を起こすことが
できる偉大な力となり得るだろう。 

卓越したリーダーシップ
リーダーシップと組織は、戦略の遂行
と成果を出すために重要な影響力を持
つ。また、リーダーシップはトップレ
ベルの人物だけが発揮するものではな
い。管理者層に始まり、地域のチーム
リーダーに至るまで、組織の各階層で
も発揮されるものである。 

この分野では、成果を出すために多く
の要因がある。リーダーシップは際立
った特徴を見せている（図4参照）。
回答者の80%が、戦略の遂行と成果に
は、リーダーシップが前向きな影響力
を持っており、これは先進国では88%
までに上昇するというという調査結果

仙台　被災地
3月11日に東北地方を襲ったマグニチュード9.0の大地震、は私たちの記憶に
新しい。被災地域における最大の都市は仙台市である。100万人以上の人が
住んでおり、産業と文化の中心である。仙台市は地震とその後の津波によっ
てダメージを受けたが、多くの地域は深刻な被害を免れ、都市の中枢機能は
維持された。 

被災して間もなく、災害からの復興に向けての発言がなされた。迅速な回復
と再開発は、仙台市の被災予防計画と心構えと大いに関係がある。現在、仙
台市はこの悲劇から立ち直ろうとしており、世界のあらゆる都市の良い見本
となるような災害予防に関する経験を生かした抵抗力のあるモデルを構築し
ている。

地方自治体のリーダーシップは、被災による初動の影響を乗り越えるための
重要な要因ではあるが、必要とされる執行事項を発展させ、その能力をモニ
タリングすることは、理想的な再開発の影響力を発揮するためには重要だ。

が出ている。しかし、この状況に置い
て、リーダーシップ養成は優先順位が
高いとは思えないことは興味深い。 
リーダーシップの訓練プログラムを持
っているとしたのは、わずか27％の
回答者にすぎない。

ポジティブな、あるいは非常にポジテ
ィブな影響力を持つと考えられるその
ほかの要因は、以下の項目である。従
業員管理、組織内外とのコミュニケー
ションの質、組織の戦略と外部プロバ
イダーと協働関係の構築（70%以上）、
カルチャーと考え方（64%）、戦略 
と 職 員 の パ フ ォ ー マ ン ス の 調 整 
（59%）。回答者の多くが戦略の遂行
を支援するためのトレーニングプログ
ラムへの投資の必要性を認識している
ようである。しかし、主要な投資対象
は職員に対するトレーニングであると
しているのは、1/3（31%）の回答者
にすぎない。 
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PwCの見解
行動は戦略を実現させるための手掛りとなる。リーダーシップは卓越した
特徴であるが、リーダーシップだけでは不十分である。戦略から生じる前
向きな成果は、従業員と外部のステークホルダーが協力し、各人が戦略遂
行に関してそれぞれ役割分担を持ち、責任の所在が明らである（包括的な
遂行計画に文書化されている）場合にのみ起こる。この点は後述する。 

調査結果では、このような状況は比較的小規模で、意思決定にかかわる階
層が少ない複雑でない組織では容易であると考えられる。小さな組織だけ
が素晴らしいとか、実際に、小さな組織では戦略の遂行が必ずしも簡単だ
ということではない。しかし、組織が大きくなるほど、より効果的なライ
ンマネジメントや優れたコミュニケーション、部署内また部署を超えた提
携あるいは外部組織との提携に注意を払う必要があることを意味して
いる。

これを達成するには、組織内で適切な権限移譲に注意を払う必要がある。
しかしそれに加え、地方自治体はテクノロジーを駆使し、よりシンプルで
標準化されたプロセスと、組織内の働き方を促進する必要がある。カルチ
ャーと既存の考え方はそれに対応して変化する必要があるが、代替案とし
ては、組織のコストを増加させ、かつ重複したプロセスであり、それは潜
在的な成長可能性減少させ、市民が受け取るに値する成果を提供する。

図4：成果を出す

Number of decision making levels

Degree of complexity of the
organisation structure

Alignment of the organisation
with the strategy

Leadership

Effective coordination with other public
and/or private sector providers

%

Access to high quality real-time
management information

Culture and attitudes

Employee engagement

Alignment of staff performance
measures with strategy

Quality of internal communication

Quality of external communication

Very negative impact Negative impact

Neutral Positive impact

Very positive impact

Don’t know/
Not applicable

2113027255

391733362

340 40882

5174222122

3224913112

217561762

32347206

815 3924 15

528421411

222422311

22546198

回答数　64 
質問：次の特徴が戦略の遂行を成功に導くために、組織に与える影響はどの程度ありますか？

障壁となると考えられる要因も明らか
である。回答者のほとんどが、組織構
造の複雑性、意思決定の遅さを「ネガ
ティブな影響」または「どちらでもな
い」と回答している（それぞれ71%と
57%）。

詳しくは後述するが、組織の規模もま
た関係している可能性がある。職員が
3,000人未満の組織の回答者は意思決
定の数に関する戦略遂行（大規模組織
の回答者の38%に比べ21%）、および
組織の複雑性（53%と比べ20%）に対
して後ろ向きな影響が少ないと考えて
いる。

ファイナンスリスク
現状の金融危機を乗り越えるためであ
るが、より広い意味ではファイナンス
を通じてビジョンを達成するために、
効果的なファイナンス計画が必要であ
る。これは『Seizing the day』におけ
る主要なメッセージであった。

意思決定の階層の数

組織と戦略の連帯

リーダーシップ

ハイレベルのマネジメント情報へのアクセス

公共／民間部門との効果的な連携

カルチャーと考え方

従業員の関与

職員のパフォーマンス測定と戦略の連携

内部コミュニケーションの質

外部コミュニケーションの質

組織構造の複雑さ

非常にネガティブな影響

どちらでもない

ネガティブな影響

ポジティブな影響

わからない／ 

回答なし
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PwCの最近の調査では、回答者は明ら
かにファイナンス計画の必要性を認識
している（図5参照）。しかし、回答
者のわずか1/4（28%）のみが、ファ
イナンス計画によって支えられた戦略
を持ち、主要なリスクが適切に評価さ
れ、低減されていると回答した。その
ほかには、ファイナンス計画のいくつ
か、または全てがリスクにさらされて
いる。戦略とファイナンス計画の結び
つきについても理想的ではない（しか
し地方自治体の異なる部署と階層での
異なるタイミングの問題である可能性
もある）。

図5：ファイナンス計画

The need for a financial plan
is not recognised

A financial plan linked to the strategy
is being developed

There are links between the strategy and financial plan
but financing is at risk of not being secured

The strategic plan is underpinned by a financial plan
but some financing is at risk of not being secured

Don’t know / Not applicable

Key one

%

3.1

0.0

The strategic plan is underpinned by a financial plan
and the key risks of both have been properly

assessed and mitigated

Key two

15.6

32.8

20.3

28.1

回答数　64 
質問：組織は効果的で持続可能なファイナンス計画により、どの程度支えられていますか？

それに加えて、調査の回答者の1/3以
上（38%）は、過度の歳出超過に直面
していると回答した。別の角度から見
ると、回答者のわずか1/4（27%）の
みが、「強力なファイナンシャルマネ
ジメントの立証されたトラックレコー
ド」を持っていると回答した。 

この状況から、図6にあるように、新
しい形態のファイナンスの能力も不足
しているという懸念がある。回答者の
わずか14%のみが「高度な能力」を持
っていると回答した。新興国では気掛
かりな結果となり、約半分（50%）の
回答者が、「限られた能力」または 
「能力が全くない」と回答している。

ヨハネスブルグの成長発展戦略（GDS）－仕事での統合
ヨハネスブルグの成長発展戦略（以下GDS）は、ヨハネスブルグ市の長期的な
発展の道筋を示した明確なステートメントであり、同市の発展政策に沿い、迅
速に進めるのに必要な戦略的意思決定を定めている。同市がGDSを遂行するア
クションプログラムは5年のIntegrated Development Plan（IDP）で詳細に記
載されている。さらに、GDSとIDP各部門および地方自治体が所有している団
体の事業活動を構成している。これらはビジネス計画に詳細に記載されてお
り、年次のService Delivery and Budget Implementation Planに集約され
る。GDSが改定するプロセスは、長期の戦略、中期の統合開発計画、年間ビジ
ネス計画および予算で構成された明快なサイクルでの統合ステップとなる。5
年ごとに、会期が始まる前に、前5年間の活動をレビューし、GDSを評価、再
検討し、GDSの考案を通じて次期5年間のプログラムの計画を立てる。

ファイナンス計画に必要性が認識されていない

戦略としたファイナンス計画が開発している

戦略と連帯したファイナンス計画は存在いているが、 

保全されていないリスクにさらされている

戦略がファイナンス計画によって支えられているが、 

一定のファイナンスは保全されていないリスクに 

さらされている

戦略がファイナンス計画によって支えられており、 

主要なリスクが適切に評価され、低減されている

わからない／回答なし
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図6：新しい形態のファイナンスに関する管理能力

Not at all

Limited capacity

Some capacity

Good capacity

Don’t know / Not applicable

Key one

%

0.0

9.4

Very strong capacity

Key two

20.3

26.6

29.7

14.1

回答数　64 
質問：組織のファイナンス担当部署は、官民連携（PPP）など、新しいファイナンス方式を管理する能力がありますか？

PwCの見解
『Seizing the day』では、私たちは「多くの地方自治体のリーダーは、直
面する課題の大きさは理解しているかもしれないが、新しい環境に適応す
るのに必要な戦略的な対応範囲を検討していない可能性がある」とコメン
トした。特に、72%が今後5年間に社会経済開発目標を達成することに
「自信がある」、「とても自信がある」と考えている。また半数以上の地
方自治体のリーダーが、歳出をコントロールするツールおよび意思決定力
を持っており、現地の資源管理への柔軟性を持っているという結果が出て 
いる。

当報告書の調査結果は、ファイナンスは今後も主要な問題であるというこ
とが明らかになっているが、組織内部能力が不足していることから、新し
い形態のファイナンスを発掘、利用、管理できないと考えられる。このこ
とは明らかに、必要な方策として歳出の削減へのプレッシャーを高める。
また、少ない予算への移行を管理できるほかの手段を検討する選択を奪う
ことになる。

私たちは、地方自治体がファイナンスを最も重大な検討課題として、緊急
に取り上げ、コンプライアンスや内部統制という従来の役割に加え、ファ
イナンスが地方自治体に真のビジネス洞察力を与えることができるよう
に、ファイナンス部門ではファイナンス能力を身に付けた人材を育てるこ
とも必要であると考えている。新しい形態のファイナンスに対する明らか
な管理能力不足という点から、地方自治体はこの課題に対処できる新世代
のファイナンス管理者を確保し、育成する必要がある。

ドーハとワールドカップ
FIFAが2022年のワールドカップの開
催地をカタールに決定したことについ
ては、激しい議論が交わされている。
しかし、ワールドカップの開催地とな
ることが、カタールの成長と、都市開
発の計画に影響をもたらすということ
は疑う余地がない。 

2011年から2016年にかけてのカター
ルの年次国家開発戦略は、ワールドカ
ップがカタールの経済的、物理的、社
会的、そして環境への発展に与える影
響と重要性を認識している。カタール
政府は、この国際競争を国家と都市の
ブランド向上、若者の国家へのプライ
ドを上昇させるために利用した。重要
なのは、カタール政府は社会経済の利
点やソフトパワー、国際的な立場、特
に観光産業と貿易など、カタール経済
の多様化計画との直截な連携について
も認識していたことだ。近年のサービ
ス分野における外資保有比率100%へ
の緩和および2016年にかけて65億米
ドルの投資とともに、新しいドーハ空
港の建設は、ワールドカップ開催の重
大さを示している。

この巨大イベントにおけるスタジアム
のコンセプトとデザインは、カタール
政府による地方都市計画と成長への包
括的なアプローチを浮き彫りにしてい
る。スタジアムは、基礎となる都市の
全体的な「フィーリング」と調和する
ようにデザインされており（最も注目
に値するものは、ギリシャのシェル型
スタジアムである）、潜在的な太陽エ
ネルギーの利用を検討している。 

全くない

限られた能力

ある程度の能力

一定レベルの能力

高度な能力

わからない／回答なし



12 PwC

図7：ブランドと都市

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor disagree

Agree

Don’t know / Not applicable

Key one

%

1.6

0.0

Strongly Agree

Key two

3.1

25.0

35.9

34.4

回答数　64 
質問：都市ブランドが戦略の遂行に役立つという主張に対して、どの程度同意しますか？

ニューヨーク市の連携  
（www.pfnyc.org）
この連携は非営利組織からなるもので
あり、そのミッションは、商業、ファ
イナンス、イノベーションのグローバ
ルセンターとしてのニューヨークを維
持することである。連携のメンバーは
国際的なビジネスリーダーであり、彼
らはニューヨーク市へのコミットメン
トを共有しており、ニューヨーク市と
州の強い経済、質の高い教育システム
および最高のインフラを維持すること
に従事している。 

この連携は都市危機の最中であった
1979年、David Rockefellerと企業 
リーダーたちによって設立された。彼
らはグローバル経済の中で国際ビジネ
スのプラットフォームとして、大都市
の重要性を理解していた。専門能力と
資源への貢献を通じて、30年以上に
わたりニューヨークのビジネスコミュ
ニティーは、市と州が直面している最
も重要な課題に対して政府の取り組み
を支援する主要な手段となった。

1980年代における連携の焦点は一貫
して、ニューヨーク市の右の5つの区
の再開発であった。その住宅供給プロ
グラムは、結果として同市の最も荒廃
した地区に20,000戸以上の手ごろな
価格の住宅やアパートを開発すること
になり、同市の住宅地域の再開発にお
ける10億米ドル以上の民間投資の触
媒となった。連携はまた、学校教育へ
の民間の関与を通じ公共教育の向上に
も焦点を当て、教育システムのガバナ
ンス改革を後押しすることになった。
また、彼らはニューヨーク市のリー 
ダーシップアカデミーの創設への主要
な 投 資 家 と な り 、 そ の 教 育 機 関 は 
ニューヨーク市と提携し、最も困難と
される学生への教育を供給する学校の
校長を発掘し、教育している。連携は
同市の二酸化炭素を削減し、ニュー 
ヨークをアメリカで最もエコな都市に
するサステナビリティーイニシアティ
ブに対して、事業支援を結集した。ま
た、国家移民法の包括的改革に向けて
取り組む市長とCEOの連携を作る助力
となった。

ブランド力
ブランドは戦略を遂行するために重要
である。都市がそのほかの都市より際
立つことができれば、人々やビジネ
ス、また将来の繁栄を生み出すイベン
トを魅了することが可能だろう。

したがって、私たちの調査において、
都市ブランドが明確でないとしたら注
目 に 値 す る 。 回 答 者 の 半 分 以 下 
（44%）が、都市はかなりの程度にお
いて明確にブランド化されていると答
えている。おそらく財政の緊縮時に
は、多くの都市管理者が対処すべき仕
事があるためだと思われる。

しかし、ブランド力の高さが遂行能力
の高さを支えていると考えられ、また
その逆も同様である。回答者の70％
が「都市ブランドが組織の戦略遂行に
助力となっている」という問いに対
し、「そう思う」あるいは「非常にそ
う思う」としている。

決してそう思わない

そう思わない

わからない／回答なし

非常にそう思う

そう思う

どちらでもない
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図8：情報の集結
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回答数　64 
質問：組織のリーダーは現地コミュニティーにおける諜報機関、および国際的な感覚を持っていますか？

英国ハーローにおける居住者との
エンゲージメント
英国のHarrow Councilは近年、「居
住者の優先順位を失わず、ビジネス
への現代的なアプローチを採用し、
持続可能な変化を起こした」として
Municipal Journal 賞を受賞した。 
Councilによる居住者を巻き込む画期
的 な プ ロ グ ラ ム で あ る 、 「 L e t ’ s 
Talk‐A New Conversation for 
Harrow」が大きく取り上げられた。
地方巡業、一般公開、オンライン調
査、そして対話を組み合わせたこの
取り組みを通じて、Harrowはカウン
シルサービスの未来について、オー
プンな対話に居住者を巻き込み、彼
らの見解を一覧にし、意思決定に真
の影響力を与えている。

当局は、このプログラムを壮大な変
革プログラムの導入に利用してい
る。サービスはパフォーマンスを向
上させ、前線のサービスを守る一方
で、経費節約を目的として見直さ
れ、それにより、カウンシルは今後
5年間で6,200万英ポンドの節約がで
きる。また、直前の3年間で、すで
に4,500万英ポンドの節約を達成し
ていた。 

PwCの見解
都市はブランドを通して、日々都市としてのポジションと魅力を競っている。ど
の都市も独創的で、ほかの都市と差別化する方法を見いだし、そうすることで
人 と々ビジネスの注目を最大化する必要がある。

これには、全ての階層および全ての側面において戦略的な志向が求められる。
明確なブランドなしでは、都市の管理者は資本（人と資金）を引き寄せることが
困難となり、都市ブランド価値を最大化する戦略を策定し、遂行することがより
一層難しくなる。

情報－事例または証拠に基づくも 
のか？
情報（たとえば、将来の社会、経済、
環境の課題に対する情報）を集結させ
る系統だったアプローチは、地方自治
体が戦略的なビジョンを組み立て、策
定し、また新しい動向と外部的事象の
影響に対応する際の助力となる。

このような状況において、調査への回
答者のほぼ半数（48％）が、公式な
コンサルティングや関与事項により、
良い気づきや知識が裏付けされている
と述べていることは、ポジティブなニ
ュースである。さらに、25％の回答
者は良い気づきがあったとしている 
（図8参照）。

しかし、この実態は新興国の回答者に
とっては、それほどポジティブな結果
とは言えず、約半数（50％）のみが
そのような優れた発見があると回答し
ているようだ。 

非効率な外部ネットワークを伴うコミュニティー問題に 

関する限られた気づき

非公式なネットワークに支えられたコミュニティー問題に 

関する気づき

公式なコンサルティングや関与事項に支えられた 

コミュニティー問題に関する気づき

公式なコンサルティングや関与事項に支えられた 

コミュニティー問題に関する良い気づき

効果的なネットワークや継続中のコンサルティングや 

関与事項によるコミュニティーと国際的な問題に 

関する優れた気づき

わからない／回答なし
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さらなる調査において、必要な情報を
集め、分析し、利用できる公式なシス
テムが整備されているかを質問した。
回答では、1/4以下（22%）が、「未
来の課題に対応し、準備することがで
きる」高度なシステムが準備できてい
ると示している。実際には、大多数
（61%）の回答者が現状では公式なシ
ステムが整備されていないと答え、新
興国の回答者の1/4（23%）は、その
ようなシステムはまったく整備されて
いないと回答している。

図9：実施計画

No plan

No plan, but one is being formulated

Plan in place but deliverables, accountability and
responsibility for delivery not well defined

Implementation plan in place supported by clear
accountabilities and responsibilities for delivery

Don’t know / Not applicable

Key one

%

1.6

10.9

Comprehensive plan in place, with accountabilities,
responsibilities, frequent monitoring/ updating

and risk mitigation in place

Key two

10.9

23.4

34.4

18.8

回答数　64 
質問：遂行計画には、組織戦略の執行を支援する明確な成果物、適切なリソース、メソッドおよびツールが存在しますか？

PwCの見解
私たちの調査は、大半の地方自治体がコミュニティー内での問題や動向に
ついて、ある程度の知識と気づきがあると主張しているが、実際には証拠
に基づいているものではなく、逸話的なものである可能性があることを明
らかにしている。

公式なシステムの欠如がもたらすリスクは、社会、経済、および環境への
課題に対する展望が十分にモニタリングされてないこと、そして主要な変
更による影響が都市のビジョンや地方自治体の戦略についての彼らのかか
わり合いに対する評価を実施したことである。

私たちは、地方自治体が時期を得た戦略を導入する絶好のチャンスを獲得
するには、何かが起こってから対応するのではなく、むしろ予期し得る事
象を先導し、対応することで、将来の展望を見通すことができるメカニズ
ムが必要とされると考えている。さもなければ、地方自治体のリーダーた
ちは、事実に基づくのではなく、直感によって運営していると非難される
可能性がある。

実施計画の欠如
時間と資金に限りがある場合には、地
方自治体は戦略を遂行し、それに関連
した成果を出すために優先順位付けを
行い、効果的に計画することが不可欠
である。 

したがって、「関連する外部のステー
クホルダー、サービス利用者および
パートナーシップ組織により合意され
た明確な行動や特定目的の優先順位づ
けを行う包括的なメカニズム」が存在
すると答えているのが、回答者のわず
か14％にしかすぎないということは
懸念すべきことである。しかし、41%
の回答者は、「実際には明確な行動と
特定目的を伴う内部で決定された優先
事項がある」と答えている。

さらなる重大な懸念事項は、説明責
任、責任の所在、定期的なモニタリン
グとアップデート、リスク低減（図9）
などを伴う包括的な実施計画が存在す
ると回答したのが、回答者のわずか
1/5（19%）にすぎないことである。
さらに、1/5（22%）は、そのような計
画はまったく存在していないと回答し
ており、そのような状況では戦略を遂
行することはできない。これは新興国
で顕著であり、回答者の2/5（40%）が
そのような計画は存在していない回答
している。

計画が存在しない

計画は存在しないが、公式化されている

計画は存在しているが、成果物、説明責任者および 

責任の所在が定義されていない

説明責任と責任の所在が明確な導入計画が存在している

包括的な計画が存在し、説明責任、責任の所在、定期的なモ

ニタリング、アップデート、リスク低減が行われている

わからない／回答なし
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図10：提携のための重要な成功要因
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Key two
回答数　64 
質問：戦略を遂行するに当たり、外部のパートナーとの協働を成功させる最も重要な成功要因な何だと思いますか？

PwCの見解
優先順位付けの設定は困難だが、トレードオフがあると考えると、予算が
無制限にある地方自治体など存在しない。たとえそうだとしても、組織戦
略の遂行を後押しする明確な成果物、適切な資源、方法およびツールと実
施計画が存在していないなら、遂行は失敗するだろう。 

私たちの見解では、計画を軌道に乗せるための包括的なパフォーマンスと
リスク測定、また計画を実施するためのプログラムとプロジェクトマネジ
メントによる優先順位付け、および計画の策定は、効果的に戦略を遂行す
るためには不可欠である。

提携：合意された目標の必要性
『Seizing the day』における調査は、
金融危機にもかかわらず、地方自治体
が設定した目標を達成すべく官民連携
（PPP）、公共部門とボランティア機
関の連携（Public-voluntary partner-
ships）パートナーシップ、またアウ
トソーシング、シェアードサービスが
頻繁に活用されていると示している。
しかし、戦略の執行にあたり、どの程
度連携は助力となっているのだろう
か、または妨害となっているのだろ 
うか？

当調査の回答者によると、合意された
目標は地方自治体が外部のパートナー
と協働する際に、最も重要な成功要因
となり、この調査のほぼ3/4（73%）
の回答者がこの要因を強調している 
（図10参照）。しかし、ほかの成功
要因では先進国と新興国とでいくらか
の違いが見られる。先進国の回答者は
信頼と相互依存関係の効果的な管理を
挙げており、新興国の回答者は明確な
契約関係および効果的な管理システム
を挙げている。

連携を行う際の主要な動機は、外部の
経験と専門知識を得ること（77%）、
またコストも重要ではあるが、少し劣
る要因（50%）であると回答している
ことも注目に値する。どちらかといえ
ば、新興国は外部の経験と専門知識の
獲得に対して非常に熱心であり、83%
の回答者が主な動機であると答えて 
いる。

ユトレヒトの開発機構
独立アドバイザリー機構である、UDB（ユトレヒト開発機構）は、
ユトレヒト市の潜在都市力を引き出すための支援を行っている。潜
在都市力を引き出すためには、現地のリーダー、市民およびビジネ
ス間の協働が重要とされる。 

UDBは去年から引き続き、地方自治体（戦略を策定）と協力し、ユ
トレヒト市のさまざまなステークホルダーを結びつけることで戦略
を執行している。特にUDBはユトレヒト市内外のステークホルダー
と以下のような提携をしている。

• 「Stadslabs」‐現地の労働市場、ブロードバンド、市民社会およ
び新しい働き方など、異なる課題について協働している（教育、
ビジネスコミュニティー、政府組織）。

• UDBと地方自治体がイニシアティブをとり、現地ビジネスに対し
て年間の表彰をしている。

• ユトレヒト市の戦略指針である業界の参加を促す永続的なロビー
活動

• 商業地域と地方自治体の新しいコネクションの構築 

その積極的な活動によって、UDBはユトレヒト市のポジショニング
とビジョンに多大な貢献ももたらしている。 

合意された目標

明確な契約関係

わからない／回答なし

その他

効果的なリレーション構築のための参加者が 

限定されていること

ネットワークの強みを理解することの必要性

相互依存関係の効果的な管理

効果的なマネジメントシステム

信頼
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ファイナンスにより一層のイノベー
ションが必要とされるか？
先の『Seizing the day』における調査
で、私たちは地方政府のリーダーたち
は地方自治体の未来の成長と発展にイ
ノベーションが重要であると考えてい
ることを認識している。イノベーショ
ンは戦略の遂行にも重要である。 

私たちの調査回答者は、イノベーショ
ンは特に既存サービスの新しい提供方
法の特定をすることで促進されている
と述べており、回答者の64%ある程度
または非常に重要であると考えてい
る。対照的に、新しい形態のファイン
ナンスについて、ある程度または非常
に重要であると考えている回答者は、

PwCの見解
地方政府が成功するためには、各政府機関、民間部門およびボランティア
機関による協働、また地理的空間を超えた協働が不可欠である。特に、よ
り少ない予算でより多くのこと要求されている、緊縮財政の環境下ではな
おさら顕著である。 

効果的な結果を出すために、合意された目標を持つ必要があるのは明らか
である。しかし、私たちの見解では、それだけでは十分ではない。外部の
パートナーは、公式なシステムにより、この目標を支援することが必要で
あり、そのシステムは支援や強化してくれるようなもので、取って代わら
れるものではなく、信頼できるものでなければならない。

加えて、公共部門、民間部門およびボランティア機関に跨った複雑で広範
囲にわたるデリバリーチェーンを管理するために、地方政府がより高い能
力を開発する必要がある。公共サービス提供の多様性が拡大している傾向
は、こういうことを示唆している。全ての参加者の役割と責任を明確なも
のとするために、この“情報”ネットワーク機能はますます必須となるだ
ろう。

ダブリン・イノベーション・フェ
スティバル
Innovation Dublinとは、革新的で企
業家精神にあふれるダブリン市を祝
福し、激励するフェスティバルであ
り 、 現 在 3 年 目 の 開 催 を 迎 え て 
いる。 

この1カ月余りに及ぶフェスティバ
ルは、日々ダブリンで起こっている
イノベーションと創造性を、公衆へ
周知する目的で始められたものであ
る。このフェスティバルはCreative 
Dublin Allianceというダブリンの地
方当局と大学、州政府、ビジネス界
お よ び N P O に よ り 組 織 さ れ て お
り、Dublin City Councilによりコー
ディネートされている。 

アイルランド政府の「イノベーショ
ンアイランド」構想の一部としてこ
のフェスティバルは、起業を促し、
企業経営を学び、ネットワーク作り
やコラボレーションの促進、アイデ
アと機会を結びつける役割を担って
いる。ここではビジネスセミナーや
科学の体験から、物語、ワークショ
ップ、音楽、バーチャルゲームまで
楽しめる。 

昨年度の催しでは、International 
Life Sciences Summit and Globe 
Forum 2010の開会式が行われた。

図11：戦略の遂行に対するイノベーションの推進力は何か

Identifying new ways of delivering existing services

Introducing new services

Commissioning other organisations e.g. public, private
and/or voluntary sector, to provide existing services

New ways of financing

%

2392285
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33

23

31
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19
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5

3

5

25

22

31

19

To quite an extent

To some extentTo a limited extentNot at all

To a significant extent

Don’t know/
Not applicable

回答数　64 
質問：全体的な戦略遂行の一部として、どの程度イノベーションは奨励されていますか？

わずか1/3（35%）にすぎない（図11）。 

戦略遂行におけるイノベーションの推
進力についても検討した。さまざまな
要因の中で、戦略の遂行に最も役立つ
ものは協力的なリーダーシップであ
り、回答者の83%が「ポジティブな影
響」または「非常にポジティブな影
響」があると回答した。以下、外部の
ステークホルダーの協力は72%とな
り、新しいテクノロジーが66%となっ
た。しかし法規制は阻害要因となって
いるようであり、回答者の59%が「ネ
ガティブな影響」または「どちらでも
ない」と答えている。

既存のサービスの新しい提供方法の特定

新しいサービスの導入

新しい形態のファイナンス

ほかの組織（例：公共、民間部門または／および 

ボランティア機関）への委任による既存サービスの提供

決してそう思わない

そう思う

そう思わない

非常にそう思う

どちらでもない

わからない／ 

回答なし
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PwCの見解
素晴らしい目標が設定されていても、地方自治体にはそれを執行する能力が不足している。地方自治体のリーダー
は、サービスを提供する新しい方法として、ファイナンスが重要だと理解してはいるが、どのように活用して良い
かは理解していないように思える。これはファイナンスの課題に直面している地方自治体かどうかに関わらずそう
である。国によって、予算の柔軟性と費目の変更への制限や、レバレッジをかけられる民間部門のファイナンスの
範囲などの制限があるだろうが、私たちはファイナンスがより多くのことを可能にすると考えている。

私たちの見解では、根本的原因は地方政府のファイナンスに関する人員と能力不足に起因している。十分な能力と
ビジネスの専門知識を伴ったファイナンス機能が存在しない場合、新しいサービスへの投資に必要なファイナンス
の調達は困難である。これを失敗の原因ではなく、地方自治体のファイナンス機能の資源とスキル向上の警笛とし
て捉えるべきである。

図12：イノベーションを促進／阻害するもの
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Organisational structure

Organisational culture

Diversity of local government employees

Exposure to new technologies

Supportive regulatory framework

Effective knowledge management systems

External stakeholder consultation
and engagement

24340133

36402922

54311 30 11

2183524192

5

8 28 32 22 5

5

3

2 23 47 19

53 1536 36

5

5

22 32 28 8

3141167

5

2

%

Strong negative impact Negative impact

Positive impact Neutral

Strong positive impact
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回答数　64 
質問：上記のうち、どれが戦略の遂行に必要なイノベーションを促進するもの、または阻害になっていますか？

パフォーマンスとリスク：  
戦略上のギャップ 
戦略を遂行する能力は、成果を測定
し、モニタリングするのに十分なシス
テムが整備されているかどうか次第で
ある。古い格言が言っているように、
「成果が測れることは、成し遂げるこ
とができる！」ということだ。

そういった点では、完全に組織の戦略
目標のために調整され、市民に対して
透明性があるパフォーマンス報告が可
能な包括的なパフォーマンス管理の枠
組みが存在していると回答したのが、
わずか1/10（11%）の調査回答者で
あることも懸念材料となる（図13参
照）。同様に、包括的なリスク管理の
枠組みが存在し、組織全体を通じて導
入されているとしている回答者もわず
か1/6（16%）にすぎない。

図13：測定システム

No performance management framework in place

Recognition of the need to develop a performance
 management framework, but limited progress to date

Performance management is clearly on the
 organisation’s agenda and action is being taken

A comprehensive performance management
 framework has been developed and is

 being implemented

Don’t know / Not applicable

Key one

%

3.1

9.4

An established comprehensive performance
 management framework is in place, fully aligned to
 strategic objectives and supported by transparent

 reporting of performance to the public

Key two

14.1

40.6

21.9

10.9

回答数　64 
質問：戦略の実現を支援する測定システムはどの程度成熟していますか？ 
［システム、プロセス、IT（ダッシュボード）などを含む]

パフォーマンス管理の枠組みが存在しない

協力的なリーダーシップ

組織構造

外部のステークホルダーとの協力

効果的なナレッジマネジメントシステム

新しいテクノロジーの活用

協力的な法規制の枠組み

地方政府職員の多様性

組織文化

非常にネガティブな影響

どちらでもない

非常にポジティブな影響

ネガティブな影響

ポジティブな影響

わからない／回答なし

パフォーマンス管理の枠組みが確立され、 

戦略目標と調整され、市民に対して透明性のある 

パフォーマンス報告が行われている

包括的なパフォーマンス管理の枠組みが作成され、 

遂行されている

パフォーマンス管理は明らかに組織の検討課題となっており、

何らかのアクションが取られている

パフォーマンス管理の枠組みを作成する必要性は 

認識しているが、作業が進んでいない

わからない／ 

回答なし
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サービスの提供：  
成果を評価する際の課題
『Seizing the Day』では、地方政府の
リーダーたちが、国内外を問わずさま
ざまな部門や地域を問わず絶えず成長
するパートナーネットワークと協働し
ながら、コミュニティーでリーダーシ
ップを発揮し、財務的にだけでなく、
都市ブランドの構築という点から多く

PwCの見解
地方自治体に明確なビジョンとサポート計画が存在していたとしても、進
捗を測定し、リスクを管理する十分なサポートシステムが導入されていな
かったとしたら、彼らがいかに巧みに戦略を遂行し、成果を出し得るかを
把握することは難しい。

実際、そのようなシステムの重要性は、公共サービスのサプライチェーン
の複雑性が増すにつれ、共通の成果を出すためにさまざまなパートナーと
協働するにつれ、そして成果報酬によるシステム開発などにより、非常に
重要なものとなっている。それは、好ましい動向である（詳細は後述）。
しかし、金銭的価値を測定するアプローチは、望む結果と成果の測定を可
能にする十分に洗練されたシステムがある場合にのみ成功する。特に外部
のパートナーが重要な役割を果たしているような場合には当てまはる。

図14：新しいオペレーティングモデル
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の課題に直面していることを説明し
た。図14で見られるように、内部提
供というよりも、むしろ購買するとい
う意思決定がされる新しいオペレーテ
ィングモデルが存在し、そのモデルで
は、戦略的な委託者としての地方政府
の役割が傑出した懸念事項となる。 
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今回の私たちの調査では、この新しい
モデルへのシフトについて地方自治体
が直面している主要な課題を理解する
ために、サービス提供のサイクルにつ
いて深く検証した。回答者によると、
成果の評価（回答者の43%）と成果の
モニタリング（41%）、およびニーズ
の評価（40%）が重大な課題であるこ
とを示している。この状況は先進国と
新興国で同様である。

私たちはとりわけ、サービス提供のデ
ザイン（図16）に誰が関与している
かの特定に関心を持った。当然なが
ら、回答者の3/4（79%）が自治体の
当局者が重要であると回答した。また
回答者の約半数が居住者（48%）、ビ
ジネス界（49%）、またNGO（わずか
に低く41%）であると回答した。新興
国では、外部のステークホルダーの 
サービスのデザインへの関与が比較的
低いようである。特にNGOは新興国の
58%と比較し23%となっている。

下記の項目に対する外部サービス提供
者への委託や、外部サービス業者から
の購買について、半数以上の回答者が
「重要」、「非常に重要」である回答
した。以下、輸送とインフラ（85%）、
経済開発と投資（73%）、ツーリズム
と文化交流の促進（73%）、衛生環境
と廃棄物管理（72%）、安心と安全
（65%）、電子政府サービス（61%）、
住宅環境の整備（60%）、またソーシ
ャルケア（60%）となっている。 

図15：サービス提供のサイクル
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Key two回答数　63 
質問：以下のサービス提供のサイクルのうち、最も課題となっている3つは何ですか？

図16：サービスのデザイン
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回答数　63 
質問：サービス提供モデルのデザインに対して組織は誰を利用していますか？

ニーズの評価

その他

成果のモニタリング

成果の評価

サービスの評価

サービスの提供

サービスのデザイン

調達

サービス指針

わからない／回答なし

市職員

わからない／回答なし

その他

NGO

ビジネス界

居住者
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図17を見ると、回答者は戦略を実行
するのに民間部門（87%）、公共部門
（82%）、ボランティア機関（77%）
との協働が必要だと考えているようで
ある。それとは対照的に、アウトソー
シングが必要であるということに深く
賛同しているのは回答者のわずか1/5
（18%）にすぎない。

同様のことはサービスの提供について
も言える。回答者の3/4が公共部門‐
公共部門、公共部門‐民間部門の連携
を利用しており、また、回答者の50%
が公共部門‐ボランティア機関を活用
しているという結果となった。それと
は対照的に回答者のわずか2/5（44%）
のみがシェアードサービスへアウト 
ソーシングしていると回答しており、
また近い将来そうすることになるだろ
う回答した割合は26%であった。 

第三者との連携には、最も適切なファ
イナンスのアレンジが不可欠である。
連 携 を 活 用 し て い る 回 答 者 の う
ち、39%が出来高制を「非常に効果
的」と回答しており、半数以上（59%）
は、固定制を「多少なりとも効果的」
または「非常に効果的」であると考え
ている。また55%がプロジェクトファ
イナンスについて同様に考えている。 

しかし、それぞれのケースにおいて高
い割合の回答者が、適切なファインナ
ンスの方法が役に立つということを知
らなかったり、そう考えていなかった
りすることにも注目したい。これは、
最も適切なファイナンスの方法の情報
を絞り込んでくれそうな新しい形態の
ファイナンスを管理できる能力の欠如
という、私たちの初期の発見事項を反
映している。 

図17：協働的な連携
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回答数　63 
質問：下記の協働的な連携のうち、どの提携が戦略の実行に必要だと考えますか？

公共部門‐公共部門

シェアードサービスへの 

アウトソーシング

公共部門‐ボランティア機関

公共部門‐民間部門

決してそう思わない

そう思う

そう思わない

非常にそう思う

どちらでもない

わからない／ 

回答なし
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オークランド市－シェアードサービスの活用により組織の有効性を向上 
世界金融危機は、公共部門に再びシェアードサービスの活用への関心を引き起
こしている。財政緊縮と歳入の減少が一体となった影響は、カウンシルがサー
ビスとインフラへ投資し、維持する能力に影響を与えている。

ニュージーランドの地方自治体は、一般的に協働意識が高いと考えられてお
り、これまで政策や情報などのソフトや、上下水道やごみ廃棄上などのハード
インフラに至るまでさまざまな活動を分かち合ってきた。2009年の政府報告
では、カウンシルの回答者が協働に前向きである4つの分野に焦点を当ててい
る。その4つとは、地理的空間を超えた情報、調達活動、現場サービス、上下
水道管理である。また、この調査ではシェアードサービスを首尾よく導入する
際に、最も困難であると思われる2つの障壁は以下であることも説明して 
いる。 

• カウンシルが協働の支援や推進にリーダーシップを発揮していない

• カウンシルが視野の狭い運営をしており、杓子定規的なアプローチを取って
いる

これまでの経験から、地域のカウンシルが相互にアクセスが容易で、共通の目
標を持ちあわせている場合には、現地でのイニシアティブが首尾よく取られて
いることがわかっている。これら「集合体」の成功には、以下の5要素が必
要だ。

• 広範囲のマネジメントによるサポート

• プロジェクトマネジメントへの熱心な取り組み

• 組織の広範囲のコミットメント

• 十分に機能分化され、目標達成にコミットしたプロジェクトチーム

• 強固なビジネス事例

これらの経験は、サイズと規模だけでなく、より洗練さを兼ね備えたニュー 
ジーランドの地方自治体部門を通じて、シェアードサービスが成長し続けるだ
ろうという見解を強める。
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PwC’s View
シェアードサービスに求められるスキルと調達能力は、委託によるものと
は異なる。後者に対しては契約を締結し、モニタリングする能力だけでな
く、以下の能力も求められる。

• しっかりしたニーズ評価への取り組み

• サービス提供の場の開拓および深耕、特に未成熟な場所の場合

• 品質を確保し、金銭に結びつく価値をもたらすためのサプライヤーと
の関係を管理

さらに、成果を測定、管理し、結果を評価する洗練されたシステムがより
一層必要とされる。この観点では、私たちの調査での出来高払いの重要性
は、成果の評価が回答者にとって大きな課題の1つとなっているという調
査結果と相対する関係にある。 

私たちの見解では、出来高払いはサービスが外部のプロバイダーによって
提供されるのであれば、進むべき方向である。しかし、主要なマイルス 
トーンに向かって成果を評価し、進捗を測定するシステムが存在する場合
のみ、外部プロバイダーが金銭的価値をもたらしたかどうかを実際に知る
ことになるだろう。これは特に予算が緊縮し続ける中で、今後数年間は地
方自治体がサービスを提供する際に直面する主要な課題の1つである。
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主要な成功要因

図18で見られるように、全てのマネ
ジメント能力は重要であるが、その内
容によっては、ある時点で一層重要と
なる能力であり、地方自治体には異な
る強みと発展が必要な領域のパターン
がある。最後のセクションでは、成功
要因に関する調査回答者の見解を提示
している。

図18：戦略の実施に必要な能力

Capabilities to make it happen 

• Inspirational Leadership

•  Resilient City Brand

•  Social intelligence

• Innovation

•  Financing and Financial
 Management capability

• Collaborative Partnering

•  Prioritisation and 
 implementation Planning

• Programme & Project
 Management

• Comprehensive Performance
 Measurement & Risk
 Management

•  Simplified and streamlined
 organisation

External
stakeholders

Clear, ambitious
and widely

shared vision

Successful
execution of

strategy

Internal
stakeholders

Delivery of
outcomes

図19：戦略の遂行

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor disagree

Agree

Don't know / Not applicable

%

1.6

0.0

Strongly agree

3.2

19.0

50.8

22.2

4.8

回答数　63 
質問：全体的に見て、戦略の遂行が首尾よく行われていると言えますか？

いかに首尾よく戦略を遂行するか
戦略の遂行（図19）が首尾よく行わ
れているかという質問に対して、「非
常にそう思う」としている回答者はわ
ずか1/4（22％）に過ぎず、「そう思
う」と回答している回答者も約半分で
ある。これは私たちが期待していたほ
ど強くポジティブな結果ではない。実
際、1/5（22%）の回答者が「どちら
でもない」、または「そう思わない」
と回答している。新興国ではよりネガ
ティブな回答となっており、わずか
23%のみが「非常にそう思う」と回答
し、37%が「そう思う」と回答した。
対照的に、30%が「決してそう思わな
い」または「どちらでもない」、10%
が「わからない」と回答している。

外部の 
ステークホルダー

内部の 
ステークホルダー

明確かつ意欲的に 
幅広く共有された 

ビジョン
戦略実施の達成 成果の提供

 物事を達成するため能力

• インスピレーションを喚起

させるリーダーシップ

• 強い都市ブランド

• 社会的知能

• イノベーション

• ファイナンスとその管理能力

• 協働的な連携

• 優先順位付けと遂行計画

• プログラム&プロジェクト

管理

• 包括的なパフォーマンス測

定&リスクマネジメント

• シンプルで合理的な組織

決してそう思わない

そう思わない

どちらでもない

そう思う

非常にそう思う

わからない／回答なし
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図20：成功のカギと障壁

Innovation

Performance & Risk capability

Programme & Project Management
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回答数　63 
質問：下記のうち、戦略の遂行を成功に導く3つの重要な要因は何だと思いますか？ 
   また戦略の遂行を失敗に導く3つの重要な要因な何ですか？

成功のカギとなるものは何か？
調査によると回答者の3/4（78%）
が、戦略の遂行を成功に導くカギとし
てリーダーシップを最も重要な要因で
あると強調している（図20）。プロ
ジェクト&プログラムマネジメント
（PPM）、およびパートナーシップ
が1位に大きく水をあけられ2番目に
重要であるとなっている。しかし、先
進国では回答者の約半数（49%）が、
パートナーシップが重要であると回答
している。 

障壁は何か？
戦略の遂行に対して、いくつかの強い
障壁が存在する。回答者によると、主
要な障壁はファイナンスとなってお
り、回答者の2/3（67%）が最も重要
な障壁であると見ている（図20）。
これは地方自治体のリーダーの大部分
が、世界金融危機が彼らの組織に強い
影響、または非常に強い影響を与えた
と考えているという前年度の『Seiz-
ing the Day』の調査に照らすと、驚く
ことではない。

この要因を考慮すると、回答者の2/5
（41%）以上が優先順位付けを次に主
要な障壁と回答していることも驚くべ
きことではない。予算が緊縮、削減さ
れると、優先順位付けが重要な活動と
なるが、厳しい時期を経験した市民か
らの地方自治体に対する強まる要求を
考慮すると、優先順位付けを行うのは
困難である。先進国では、回答者の半
数以上（52%）が組織体制を主要な障
壁と捉えている。 

リーダーシップ

優先順位付け

プロジェクト&プログラムマネジメント

パフォーマンス&リスク能力

イノベーション

パートナーシップ

その他

わからない／回答なし

ファイナンス

都市が持つ情報

都市ブランド

組織体制

成功へのカギ 障壁
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サイズは問題となるか？
比較的小さな組織（ここでは職員が3,000人未満の組織と定義する）は、よりまとまりのある組織
である8。つまり、高度な協働プロセス（大きな組織の15%と比較し37%）で全ての階層を巻き込
む、意思決定の数から生じる戦略の遂行へのネガティブな影響が少ない（大きな組織の38%と比較
し21%）。また組織の複雑性についても同様である（大きな組織の53%と比較し、20%）。以上の
ことが、私たちの調査から読み取れる。 

また、比較的小さな組織には以下の特徴がある。

• 首尾よく戦略の遂行が行われると感じている。比較的大きな組織の15%と比較し、約1/3（30%）
が「非常にそう思う」と回答している

• 戦略の遂行および　ポジティブな影響を受けている。リーダーシップによる戦略の達成（大きな
組織の15%と比較し52%が「非常にそう思う」と回答）。外部のプロバイダーとの効果的な協働
（大きな組織の15%と比較し43%が「非常にそう思う」と回答）。内部のコミュニケーション、
組織内での戦略への一致団結のような要因についても比較的高いスコアを獲得した

• 支出超過が比較的少なく、良好なファイナンスの管理を行っている（大きな組織の47%が支出超
過となっている一方、比較的小さな組織の回答者の27%が支出超過である）

• 大きな組織の18%と比較し、約半数（47%）が、戦略遂行をサポートする主要な構成要素として
スタッフのトレーニングと能力開発に投資している

• 外部のパートナーと仕事をする際に、効果的なマネジメントシステムを活用して戦略を遂行して
いる（大きな組織の35%と比較し、60%）

しかし、比較的小さな組織でも、多くの回答者が、戦略の遂行に伴うリスクを管理する枠組みを持
っていない（大きな組織の12%と比較し33%）ようである。またファイナンスを戦略遂行の最も大
きな障壁である（大きな組織の55%と比較し80%）としている。さらに、比較的小さな組織の回答
者は、サービス提供のサイクルでは成果のモニタリングを最も大きな課題である一方、大きな組織
の回答者にとっての最も大きな課題は成果の評価であるとしている（46%）。

8 サンプルサイズが小さいため、統計的優位性のテストには制約が伴う



26 PwC

リーダーシップが組織の社風を
作 り 、 組 織 内 の そ の ほ か の 分
野が発展し、効果的な優先順位
付けを可能する枠組みを創造す
る。確かに、リーダーシップは
戦略の遂行や物事の実現には不
可 欠 で あ る と は 思 う が 、 リ ー 
ダーシップそのものだけでは十
分 で は な い 。 リ ー ダ ー シ ッ プ
は 決 し て 万 能 薬 で は な い の で 
ある。

特に、予算圧縮の圧力がかかっている
場合、ファイナンスも準備万端にする
必要がある。同様に、組織内で市民に
サービスを提供し続けられる新しい形
態のファイナンスの開発や管理が求め
られている。さらに、外部との連携や
出来高払いに対する動向に伴って、成
果を測定、モニタリング、評価できる
効果的なシステムが不可欠なものとな
っている。

また、責任の所在を明確にし、リスク
の低減および測定が可能な包括的な戦
略導入プランを作成することも明らか
に必要だ。プロジェクトやプログラム
マネジメントの専門的知識に後押しさ
れたプランが無い場合、失敗リスクは
大幅に上昇する。

そのほかの成功のカギが十分に存在し
ない場合、リーダーシップはその公約
を果たすことが困難となるだろう。

行動指針
私たちの調査結果によると、地方自治
体は戦略を遂行する能力を向上させ都
市ビジョンを遂行するために、以下の
ような困難な課題に直面している。

• 戦略を遂行し、成果を出すための
最大かつ唯一の障壁であることか
ら、ファイナンス処理能力の向上
に対する投資

• 共通の目標の策定、新しい連携の
強みの構築、成果のモニタリング
と管理者のプロフェッショナリズ
ムの発揮など、主要なステークホ
ルダーとのより効果的な協働を可
能とする組織の変更

• 組織サイズに関する評価を行い、
業務の標準化、シンプル化、合理
化への機会を模索する

• 文書化された遂行計画の作成。そ
こ で は ア ク シ ョ ン へ の 役 割 、 責
任、スケジュールが明確に記載さ
れている必要がある

• 金銭的価値と、（社会的、財政的
に）成果を測定するシステムを配
置することによって、プログラム
と プ ロ ジ ェ ク ト を 優 先 順 位 付 け
し、管理する

まさに今こそ、地方自治体のリーダー
シップチームは、戦略遂行の妨げでは
なく、手助けとなる成功のカギを吟味
し、確実なものとする時である。 

結論と影響
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1  市民とビジネス界が望む成果をどの程度提供できてい
るか

2 現状のサービスのパフォーマンスレベルは十分か

3 何のプロジェクトとプログラムが進行中であるか

4 進捗はどの程度か

5 中止、変更、再検討をすることができる／すべきもの
はあるか

6 地方自治体の主要な資産である、職員とインフラの質
はどの程度か

7
サポートシステムは、ニーズと成果を評価し、パフォー
マンスを測定、記録するのに必要な運営情報と財政情
報を生み出しているか

8 主要な政策と手順が整備され、うまく運用されてい 
るか

9 短期間で成果が出せるものにはどのようなものがあ 
るか

10 サービス提供を変革するための土台は整っているか

未来への道　「100日」プランへの10個の質問
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付録：アプローチ
メソッド
当調査はPwCにより実施された。英
国、ヨーロッパ、中東、アジア、オー
ストラリア、アフリカおよび北米、南
米を対象にしている。都市と地方自治
体のリーダーに、電子調査を送付して
行われた。当調査は2011年の3月から
同年8月にかけて行われた。図A1で見
られるように、当調査に対する発見事
項は、64（108人の回答者から集めら
れた）の全てが埋められた調査回答を
もとにしている。特定国による回答へ
の偏見を避けるため、1カ国あたり5つ
の回答割り当てが行われた。都市や地
方自治体から高い回答数を得た南アフ
リカ、オランダ、中東諸国その国およ
び地域については、それぞれの国、地
域に関する報告書を別に作成した。

分析
調査結果は当報告書の作成とは別に、
下記の観点による調査も行った。

•	 先進国（回答数34）、新興国（回
答数30）

•	 組織の規模（職員数）

当報告書では、例外的に、上記の分析
による調査結果の差異に焦点を当てて
いる。
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図A1：都市および国

都市 国 都市 国

ロサリオ アルゼンチン マドリード スペイン

ウィーン オーストリア バレンシア スペイン

マナマ バーレーン リンシェーピング スウェーデン

ラパス ボリビア スコーネ スウェーデン

ベロオリゾンテ ブラジル ウプサラ スウェーデン

ビクトリア カナダ アブダビ UAE

オタワ カナダ ポーツマス 英国

オストラバ チェコ共和国 ミルトンキーンズ 英国

オーフス デンマーク レディング 英国

クエンカ エクアドル スウォンジー 英国

キト エクアドル カーディフ 英国

タルトゥ エストニア ニューヨーク市 USA

エッセン ドイツ ミネアポリス USA

フランクフルト ドイツ デトロイト USA

ハンブルグ ドイツ ホーチミン市 ベトナム

カルカッタ インド ラマラ ヨルダン川西岸地区およびガザ

地区

ラーンチー インド

ムンバイ インド

ターネー インド

デリー インド

バグダッド イラク

エルビル イラク

クルディスタン イラク

ローマ イタリア

仙台 日本

ベイルート レバノン

ペナン マレーシア

ハーグ オランダ

ヘンゲロー オランダ

ユトレヒト オランダ

ロッテルダム オランダ

スケインデル オランダ

ウェリントン ニュージーランド

ダニーデン ニュージーランド

オークランド ニュージーランド

アーレンダール ノルウェー

ドーハ カタール

ダブリン アイルランド共和国

ジェッダ サウジアラビア

リヤド サウジアラビア

マッカ サウジアラビア

アルマディーナ サウジアラビア

ダンマン サウジアラビア

ケープタウン サウジアラビア

ツワネ サウジアラビア

ネルソンマンデラ湾 サウジアラビア

エクルレ二 サウジアラビア

ヨハネスブルグ サウジアラビア
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サンプルの特徴
以下では、組織の規模（予算と職員数
で測定）とサービス内容によってサン
プルを構造化している。

図A2：職員数による規模

Under 500

500 – 1500

1500 – 3000

Above 3000

Key one Key two

15.6

9.4

53.1

21.9

%

回答数　64

図A3：予算による規模（2011年の年間予算または2011年12月の予算）

Less than USD 500 million

USD 500 million – USD 1.5 billion

USD 1.5 billion – USD 3 billion

Above USD 3 billion

Key one Key two

21.9

14.1

21.9

42.2

%

回答数　64

図A4：組織によるサービス内容（複数回答可）

Sanitation / Waste Management 70.3

Other 21.9

e-government services 64.1

Tourism / Cultural Promotion 65.6

Economic Development / Investment Promotion 75.0

Community & Recreational Facilities / Services 71.9

70.3

Security / Safety 43.8

Social care 54.7

Health / Emergency Services 50.0

Education 42.2

Managing public space 71.9

48.4

Transportation & Infrastructure 71.9

Water / Electricity 42.2

Environmental Planning & Monitoring

Housing

Key one

%

Key two回答数　64

500人未満

500人-1500人

1500人-3000人

3000人超

5億米ドル未満

5億‐15億米ドル

30億米ドル超

15億‐30億米ドル

輸送&インフラ

上下水道／電気

住宅

公共スペースの管理

教育

健康／危機管理サービス

ソーシャルケア

セキュリティー／安全

衛生／ごみ管理

環境計画&モニタリング

コミュニティー&レクリエーション施設とサービス

経済開発／投資促進活動

電子政府サービス

その他

ツーリズム／文化促進活動
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議論へはこちらのサイト（www.psrc.pwc.com）で参加できます。
パブリックセクターリサーチセンターは、今日および将来、政府やパブリック
セクター機関が直面する最も差し迫った問題への洞察や研究を行うプライスウ
ォーターハウスクーパースオンラインコミュニケーションです。

PRSCは、政策立案者、世論形成者、市場の専門家および学者や実務家間での
協力的な意見交換の場を提供しています。

上記サイトに登録し、無料情報を入手してください。
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