町民の皆様には、輝かしい新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
昨年は、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件や、ロシア大統領の国後島訪問などに
端を発した領土問題が深刻化し、竹島問題を抱える本町にとって見過ごすことの
出来ない事態が起き、離島が注目された年でありました。
まさに、私達が暮らす「島」にとっては、国土・領海の保全、海洋資源の利用など
国家的役割がますます高まっているのは言うまでもありません。
しかしながら、「島」の現実は、少子高齢化の波が止まることなく襲いかかり、
長引く経済不況により地域の経済・雇用は一段と厳しく、更に、航路・空路の維持
対策や医師不足など、解決しなければならない多くの課題も山積しています。
このように、大変厳しい状況下ではありますが、町民の皆様方と心を一つにし
て「島を自らの手で守る」という認識に立ち、地場産業の振興や新たな産業創出
の基盤づくりに全力を注いでいかなければなりません。
また、国に対しても「島」の実情を訴え、将来の離島に明るい展望がひらけるよ
う、他の「島」とも手を携え、離島振興を図っていかなければならないと考えます。
議会におきましても、町民の皆様の付託に応えるべく、
役割と責任を十分に自覚
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