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平 成 2 5 年 の 主 な 出 来 事
( 平 成 2 5 年 １ 月 か ら 平 成 2 5 年 1 2 月 )

月 出 来 事 関 係 市 町 村 等

ご当地ナンバープレート（原付・自動二輪）交付 奄美市
むらづくりシンポジウム 講演「これからの地域づくり－試される『住民力』」 宇検村
伊仙町の「百菜」が「かごしまの”食”活動表彰」の大賞を受賞 伊仙町

奄美大島選果場が完成 奄美市
１ 奄振総合調査 首長議長と意見交換会 群島全域

国道58号網野子トンネル貫通式 瀬戸内町

政府が「奄美・琉球」の世界遺産暫定一覧表への記載を決定 奄美大島，徳之島

第２回あまみ長寿・子宝プロジェクト推進協議会 奄美市

東日本大震災の喜界島漂着漁船展示 喜界町

燃料油価格変動調整金引き上げ 群島全域

あまみ農業協同組合知名事業本部ばれいしょ選果施設 落成式 知名町

景観セミナー開催 奄美市

沖永良部空港ビル 搭乗待合室完成 沖永良部島

平成２４年度第２回奄美地域の世界自然遺産・国立公園に関する連絡会議 群島全域

川畑さおりさん「2013年度地域芸能大賞」で地域伝統芸能奨励賞を受賞 喜界町

県町村議長会が奄振法延長など決議 鹿児島県

群島合同初の奄美の観光と物産展 鹿児島市
２ 第一回宇検村子どもフェスタ 宇検村

ロンドンオリンピック金メダリスト村田諒太さん来島 沖永良部島

奄美方言島口ことわざかるた初大会 奄美市

喜界中学校「キャリア教育」の充実功績で文部科学大臣表彰 喜界町

航空自衛隊沖永良部島分屯基地開庁４０周年記念式典 沖永良部島

「名瀬みなと＆クルーズ客船広報活動」講演会とシンポジウム 奄美市

知名町水道事業創設５０周年記念式典・祝賀会 知名町

群島市町村町会，奄美群島成長戦略推進懇話会が提言した成長戦略ビジョンを承認 群島全域

徳之島三十三聖地めぐり 徳之島

奄美群島水産振興協議会，無料冊子「奄美のいしょむん」で水産物を旅行業界へ情報発信 奄美群島

野鳥観察台「トリトリデッキ」完成 天城町

陸の中の海「ウンブキ」完成 天城町

ダイエットモニターツアー実施 伊仙町

インターネット配信による議会中継開始 知名町
３

旧阿伝小学校跡地で「ボタンボウフウ」加工施設創業 喜界町

知名町初の認定こども園「認定こども園きらきら」落成 知名町

県内離島初の大規模太陽光発電所「あまみティダ発電所」完成記念式典 奄美市

陸上自衛隊第１混成団第101飛行隊殉職隊員慰霊祭 徳之島町

豪華客船「ＡＭＡＤＥＡ」，奄美大島に寄港 奄美市

バレイショの価格が急落 徳之島，沖永良部

公式キャラクター「コクトくん」に辞令交付 奄美市

第101回奄美群島振興開発審議会 東京都

奄美群島振興開発総合調査報告書の公表 奄美群島

第４６回戦艦大和を旗艦とする特攻艦隊戦没将士慰霊祭 伊仙町
４

千代皇関十両昇進凱旋パレード 与論町

沖永良部高校での県立大島養護学校高等部の訪問教育の開始 沖永良部島

「奄美市ひと・もの交流プラザ」オープン 奄美市

喜界町埋蔵文化財センター開所式 喜界町

２町合同で初めて行う海開きイベント「海のカーニバル2013」を沖永良部島観光連盟が主催 沖永良部島

沖永良部島観光連盟事務局オープン 沖永良部島

宇検村観光ガイドブック「Ｉ♡宇検村」発行 宇検村

かごしま農業農村整備・みどりの会奄美大島現地視察 奄美市

「奄美農業を語る会」及び「奄美群島農業青年交流会」 奄美南部２島

喜界町マスコットキャラクター決定 喜界町

徳之島観光連盟総会の開催。３町観光協会を廃止 徳之島
５

「えらぶゆり」県の「かごしまブランド」産地に指定 沖永良部島

大島本島４河川で水位観測局運用開始 奄美市，龍郷町

県総合防災訓練 群島全域

平成２５年度第１回奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会 奄美大島，徳之島

第102回奄美群島振興開発審議会 東京都

鹿児島県，離島情報を特化したＦａｃｅｂｏｏｋを開設 県内全離島

注 復帰60周年関連事業は３ページに，定例的に行われる年中行事は11章(208ページ)に掲載してあります。
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月 出 来 事 関 係 市 町 村 等

宇検村総合体育館の改築竣工記念行事 宇検村

交通死亡事故ゼロ1000日達成記念式典及び記念パレード 喜界町

伊仙町の直売所・百菜「きゅっきゅっ便」出発式 伊仙町

えらぶ特産品（シマグワ）加工場落成 知名町
６

せとうち町物産館が鹿児島市にオープン 鹿児島市

平成２５年度奄美群島の世界自然遺産登録推進協議会 群島全域

第103回奄美群島振興開発審議会 東京都

第５０回富山丸戦没者慰霊祭 徳之島町

旧坂嶺小学校跡地利用の小規模多機能型居宅介護事業所開所式 喜界町

「まちゃら七夕祭り」を初開催 天城町集落

奄美群島振興開発審議会意見具申 奄美群島
７

戸円高齢者避難所落成式 大和村

鹿児島県立奄美図書館入館者数70万人達成 奄美市

記録的干ばつ。名瀬など５地点で月間降水量ゼロ 奄美群島

国土交通省，「奄美」など１０地域をご当地ナンバーに決定 奄美群島

舟こぎ用の新船完成 奄美市

宮古崎遊歩道を整備 大和村
８

国土交通省，奄振非公共交付金を概算要求 群島全域

第１回宇検村フォトコンテスト 宇検村

平成２５年度第２回奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会 奄美大島，徳之島

平成２５年度宇検村総合防災訓練 宇検村
９ 第１回奄美群島世界自然遺産登録推進検討会 奄美大島，徳之島

クロマグロいかだ整備 瀬戸内町

環境省・那覇自然環境事務所，「徳之島自然保護官事務所」を開所 天城町

台風２４号襲来で災害救助法・被災者生活再建支援法適用 与論町

台風２７号襲来 奄美群島
10

徳之島３ヵ町合同防災訓練 徳之島３町

奄美豪雨被害の大美川・戸口川，床上浸水対策特別緊急工事起工式 龍郷町

天城町戦没者追悼式 天城町

「ＪＡＰＡＮ ＰＲＯＪＥＣＴ奄美群島」 ＪＡＬ機内誌や機内食などで奄美を全国にＰＲ 奄美群島

豪華客船「ぱしふぃっくびいなす」平土野港寄港 天城町

築地俊造さん，島唄の功績により教育文化スポーツ部門で県民表彰 奄美市
11 「喜界島隆起サンゴ礁上植物群落」国指定天然記念物へ答申 喜界町

国立療養所奄美和光園創立７０周年記念行事 奄美市

平成２５年度第１回奄美地域の世界自然遺産・国立公園に関する連絡会議 群島全域

町制施行５０周年記念式典，与論町・南島原市姉妹市町協定調印式 与論町

豪雨災害被災の原野農芸博物館リニューアルオープン 奄美市

白百合土地改良区（和泊町）と知名町土地改良区の合併予備契約書調印式 沖永良部島

えらぶゆり出発式＆かごしまブランド産地指定記念大会 沖永良部島

救急用ヘリポート竣工式 徳之島町

熊本県菊池市・龍郷町友好都市盟約締結１周年記念講演会 龍郷町

平成２５年度奄美いしょむんネットワーク第１回バスツアー「魚肉饅コンテスト」 奄美大島

加計呂麻島展示・体験交流館着工 瀬戸内町

大型客船「飛鳥Ⅱ」大島海峡停泊。古仁屋で歓迎セレモニーやクロマグロの解体ショー 瀬戸内町

ＪＡＣ 奄美群島世界自然遺産登録応援ロゴの特別塗装機就航 群島全域

文化遺産活用講座でデイゴヒメコバチ防除法学ぶ 瀬戸内町

12 兵庫県豊岡から巣立ったコウノトリが喜界島で目撃される 喜界町

奄美体験交流館オープン１０周年記念イベント 奄美市

瀬戸内町地域女性団体連絡協議会が離島初の「観光まごころ県民運動」推進会議会長表彰 瀬戸内町

徳之島－台湾チャーター便就航歓迎及び旅客乗降用ステップなどの初運用を祝うセレモニー 徳之島

名瀬で２４時間雨量１３８ミリで１２月の観測史上最多を更新 奄美市

公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会が全国からの寄付で取得した土地に看板設置 瀬戸内町

奄美海上保安部に大型高速巡視船「あまぎ」配備 奄美市

平成２５年度第３回奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会 奄美大島，徳之島

「グローバル時代の奄美クルーズ～観光・交流への将来展望～」をテーマにシンポジウム 奄美市

「しま ま～さんもん応援団」バスツアー。農林水産物直売所めぐり 奄美大島

「奄美群島振興交付金（仮称）」を含む平成26年度政府予算案を閣議決定 群島全域

注 復帰60周年関連事業は３ページに，定例的に行われる年中行事は11章(208ページ)に掲載してあります。


