
　私が岩手県知事を務めてきた12年間を振り返ると、地方財政は深刻な状
況に陥る一方、地方分権の推進や政策アクターの多様化、ローカル・マニ
フェストの普及など、地域経営の構造が大きく変化してきた時代であった。
それらは、住民の政治や行政、政策に対する意識にも大きな変化をもたら
している。とりわけ、ローカル・マニフェストの普及は、地域経営に携わる
政治家や行政職員だけでなく、公共サービスに参入する企業やNPO、
政策の受益者であり自治の主役である住民の意識と行動に革新を引き起こ
したといえる。
　そうした変化に対応するため、私は県内外で地域の自立に向けた行動を
起こしてきた。地方分権推進の活動も、行財政改革への取り組みも、住民
参加の仕組みづくりも、みな地域の持続的発展に向けた挑戦なのである。
自立した地域経営を推進するためには、政策形成過程における幅広い政策
アクターの参画が欠かせない。とくに、政策の決定に大きな影響を及ぼす
評価への参画は重要だ。私はその仕組みづくりとして、政策評価制度の
条例化とともに、「県民参加型外部評価」を導入した。政策の執行は行政を
柱に展開するとしても、政策の決定に必要な情報は行政外部からも取り入
れられる多元的アプローチのラインを確保することが重要である。
　本書は、地域の自立に向けた岩手県の挑戦を客観的かつ精緻に追い、地
域経営に効果的な外部評価の可能性を明示している。同様の取り組みは、
フィールドが変われば展開も異なるかもしれないが、基本的なルールに
違いはない。地域経営や政策形成に携わるすべてのアクターが、本書から
有効な指針を学び取り、地域の自立と持続的発展に向けて努力されることを
期待している。
増田寛也　岩手県知事／ローカル・マニフェスト推進首長連盟代表
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