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平 成 2 7 年 の 主 な 出 来 事
( 平 成 2 7 年 １ 月 か ら 平 成 2 7 年 1 2 月 )

月 出 来 事 関係市町村等

猫の適正飼養セミナー 徳之島町 天城町

防災士研修会 群島全域

宇検村長選挙 宇検村

空港のあるまち奄美会議 奄美市

第２回奄美群島世界自然遺産登録推進検討会 群島全域
１

沖永良部地下ダム通水記念式典(余多地区） 知名町

大島高校甲子園出場「記念碑」と「記念プレート」除幕式 奄美市

猫の避妊手術事業開始 徳之島３町

赤土新バレイショ「春一番」合同出発式 徳之島３町

サガリバナ遊歩道完成 瀬戸内町

奄美群島たんかん品評会 奄美大島 喜界島 徳之島

沖永良部ばれいしょ「春のささやき」かごしまブランド産地指定20周年記念大会 沖永良部２町

第３回奄美地域の国立公園指定・世界自然遺産登録に向けた地域づくり検討会 群島全域

２ キャンプイベント「結ノ島ＣＡＭＰ」開催 奄美市

焼内湾クリーンアップ実施 宇検村

龍郷町町制施行40周年記念式典・祝賀会 龍郷町

マングローブ植樹体験会 宇検村

第一航空株式会社 ３月から奄美関係路線 無期限運休 徳之島 沖永良部島

農家民宿「大津川」オープン 天城町

喜界航路 新船「フェリーきかい」就航 奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島

沖永良部地下ダム通水記念式典(根折地区） 和泊町

一般県道篠川下福線深山工区「深山トンネル」安全祈願祭 瀬戸内町

天城町「防災センター」新築工事安全祈願祭 天城町

新地域支援フォーラムin奄美 奄美市

国道58号網野子バイパス開通記念イベント「網野子トンネルウォーキング」 瀬戸内町

地域振興推進事業活用による「クロマグロモニュメント」除幕式 瀬戸内町

徳之島地区「在宅医療推進フォーラム」 徳之島
３

国道58号網野子バイパス供用開始 瀬戸内町

加計呂麻島展示・体験交流館 落成式 瀬戸内町

消防救急無線デジタル化に伴う新通信指令業務運用開始 沖永良部２町 与論町

奄美群島エコツーリズム推進協議会 群島全域

地域振興推進事業の活用による 公衆トイレ「まごころ」完成 知名町

「名瀬小俣・春日線」通り初め式 奄美市

妖怪ケンムンをモチーフにした「ポケットパーク」完成 宇検村

金見崎ソテツトンネル展望所完成 徳之島町

犬の門蓋観光地連携整備事業による「展望台」復元 天城町

国土交通省大阪航空局名瀬航空路監視レーダー事務所 閉所 奄美市

一般社団法人おきのえらぶ島観光協会設立 沖永良部２町

特産品ショップ「みきょうぬくし」オープン 天城町

犬田布岬公園「休憩施設」完成セレモニー 伊仙町

鹿児島県議会議員選挙 群島全域

大和村と村内２郵便局 災害発生時の協力に関する協定締結 大和村

４ 「わっきゃが広場」完成記念イベント，「わっきゃが市場」開催 天城町

湯湾集落共同納骨堂「やすらぎの里」落成式 宇検村

住用浄水場完成 奄美市

河川砂防情報システム副統制局 大島支庁に新設 奄美市

鹿児島大学奄美群島拠点「国際島嶼教育研究センター奄美分室」設置 奄美市

防災拠点施設「やすらぎ館」落成式 和泊町

大型観光客船「ぱしふぃっくびいなす」喜界島に初寄港 喜界町

「ひと・もの・交流プラザ」利用者10万人達成 奄美市

台風６号の影響による竜巻とみられる突風が発生 伊仙町

５ 「カレドニアンスカイ」名瀬港に初寄港 奄美市

「奄美大島総合戦略推進本部」初会合 奄美大島

（注）定例的に行われる年中行事は11章(206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

「ミステリーサークル」を描く「アマミホシゾラフグ」世界の新種トップ10に選ばれる 奄美大島
5
大和村果樹振興会のスモモ「Ｋ－ＧＡＰ」の認証証書授与式 大和村

瀬戸内町長選挙 瀬戸内町

開運発電所（太陽光発電所） 開所式 宇検村

６ 沖永良部島で１時間101ミリの雨量 観測史上１位を更新 沖永良部島

「あまみならでは“食”魅力アップネットワーク」設立 奄美大島 喜界島

主要地方道名瀬瀬戸内線 久根津トンネル供用開始 瀬戸内町

奄美市とランサーズ株式会社が連携協定締結 奄美市

第62回母子寡婦福祉研修大会 群島全域

徳之島町長選挙 徳之島町

奄美ドクターヘリ導入準備委員会発足 奄美市

7 徳之島交流ひろば「ほーらい館」健康増進施設利用者100万人達成 伊仙町

一般県道曽津高崎線佐念工区「名柄トンネル」安全祈願祭 宇検村

奄美群島農業青年交流会 群島全域

和泊町水道事業 27年度優良地方公営企業総務大臣表彰 和泊町

県無形民俗文化財「目手久立踊り」の指定証書伝達式 伊仙町

県立奄美図書館入館者100万人突破 奄美市

徳之島管内水土里サークル活動推進大会 徳之島

沖永良部管内水土里サークル活動推進大会 沖永良部島・与論島

喜界島サンゴ礁科学研究所 開所 喜界町
8
航空路に係る奄美群島交流需要喚起対策特別事業の実施 群島全域

第６回沖永良部シンポジウム 沖永良部島

防災訓練 宇検村 瀬戸内町

航路に係る奄美群島交流需要喚起対策特別事業の実施 群島全域

与論町長選挙 与論町

奄美・琉球 世界自然遺産登録 平成30年以降に見送り 奄美大島 徳之島

奄美群島世界自然遺産候補地保全・活用検討会 第１回自然利用部会 奄美大島 徳之島

9 名瀬港本港地区整備事業の埋立工事起工式 奄美市

奄美市市制施行10周年記念切手販売 奄美市

第18回日本在宅ホスピス協会 全国大会ｉｎ奄美 奄美市

田島ナビさん国内最高齢者に 喜界町

奄美・やんばる広域圏交流推進協議会総会 群島全域

伊仙町と日本マルコ株式会社が立地協定締結 伊仙町

日本語学校「カケハシインターナショナルスクール奄美校」開校 奄美市

第１回奄美保健医療圏地域医療構想懇話会 群島全域
1 0

奄美市と吉田商事(株)，(株)ラ・ムールが災害時における飲料水の提供に関する協定を締結 奄美市

大金久防災会館落成式 大和村

サッカーＪＦＬ 鹿児島ユナイテッドＦＣ対ＳＰ京都ＦＣ戦 奄美市

第１回奄美群島世界自然遺産候補地保全・活用検討会 奄美大島 徳之島

第30回国民文化祭・かごしま２０１５（～11月） 群島全域

ミカンコミバエ種群の発生を奄美大島で確認 緊急防除の実施決定 奄美大島

横浜ＤｅＮＡベイスターズ秋季キャンプ 奄美市

奄美群島交流需要喚起対策特別事業によるＪＡＬグループ「乗継割引２８」の運賃発表 群島全域

農林水産物直売店「いっちゃむん市場」オープン 瀬戸内町
11

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が「アマミイシカワガエル」を絶滅危惧種に認定 奄美大島

おしごとテーママーク「わらぶぇっくゎ横丁」・「土木フェスタｉｎあまみ」共同開催 奄美市

一般県道篠川下福線深山工区「深山トンネル」貫通式 瀬戸内町

奄美大島水土里サークル活動推進大会 奄美大島

第57回奄美群島地区植樹祭 喜界町

奄美国際ノネコ・シンポジウム 奄美市

ミカンコミバエ種群の発生による規制対象品目の島外移動規制始まる 奄美大島
12

韓国ナショナルバトミントンチーム選手団奄美合宿 奄美市

奄美群島世界自然遺産候補地保全・活用検討会 第２回自然利用部会 奄美大島 徳之島

中国駐福岡総領事館 李天然総領事 大島病院を表敬訪問 奄美市

（注）定例的に行われる年中行事は11章(206ページ)に掲載してあります。
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