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平 成 3 1 ～ 令 和 ２ 年 の 主 な 出 来 事
( 平 成 3 1 年 １ 月 ～ 令 和 ２ 年 ２ 月 )

月 出 来 事 関係市町村等

和泊町の新庁舎開庁式 和泊町

石井啓一国土交通大臣が奄美大島を視察 群島全域

H 3 1 宇検村議会議員補欠選挙 宇検村

宇検村長選挙 宇検村
１

政府が「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」を世界自然遺産候補地に再推薦することを閣議決定 奄美大島，徳之島

世界自然遺産奄美トレイル 徳之島町エリア開通 徳之島町

政府が「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録推薦書をユネスコに再提出 奄美大島，徳之島

奄美市の新庁舎落成記念式典 奄美市

世界自然遺産奄美トレイル 宇検村エリア開通 宇検村

２ 政府が奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定 群島全域

世界自然遺産奄美トレイル 喜界島エリア開通 喜界町

奄美市の金作原における利用ルールの試行開始 奄美市

2020年 東京五輪・パラリンピック 伊仙，和泊，知名，与論がホストタウンに登録 伊仙町，和泊町，知名町，与論町

陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地が開設 奄美市，瀬戸内町

2020年東京五輪・パラリンピック 徳之島町とセントビンセント及びグレナディーン諸島がホストタウン登録で調印式 徳之島町

奄美市「地と知の交流拠点施設 新川ふれあい館」 落成祝賀会 奄美市

衆・参議院本会議で奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案が可決，成立 群島全域

「下原洞穴遺跡」から奄美群島最古となる「隆帯文土器」（１万３千～１万４千年前）が出土 天城町
３

与論町の私設民俗資料館「与論民俗村」が文化庁長官表彰受賞 与論町

与論島の映像が「第１回日本国際観光映像祭」でグランプリ受賞 与論町

龍郷町とおしめ公園 オープニングセレモニー 龍郷町

「第６回ベルリン国際スピリッツコンペティション」で町田酒造（株）の「里の曙」が金賞，「里の曙ゴールド」が銀賞受賞 龍郷町

大和村国直の宮古崎展望台においてバイオトイレが供用開始 大和村

環境省が奄美群島国立公園管理事務所と徳之島管理官事務所を新設 群島全域

瀬戸内町 加計呂麻島展示・体験交流館 リニューアルオープン式典 瀬戸内町

鹿児島県議会議員選挙 群島全域

奄美パークの入館者が 11年 ぶりに 13万人超え（平成 30年 度実績） 奄美市

町田酒造（株）の「奄美たんかん酒」が世界ワインコンクールで金賞受賞 龍郷町
４

黒糖焼酎７製造場８点が熊本国税局酒類鑑評会で優等賞 群島全域

面縄貝塚の出土品，県文化財に指定 伊仙町

奄美大島－加計呂麻島間 海底光ファイバーケーブル敷設工事の開始が決定 瀬戸内町

「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」の施行 群島全域

徳之島町「ジビエカフェとうぐら」完成 落成祝賀会 徳之島町

格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エア（株）の奄美大島－関西線運航終了 奄美大島

陸の中の海「ウンブキ」日本最大級水中鍾乳洞発見 天城町

県の消防・防災ヘリコプター「さつま」が運用開始 奄美大島

北大島保護区更生保護サポートセンターが奄美市役所第２別館２階に開所 奄美大島，喜界島
R１

県の指定希少野生動植物に奄美のトカゲ２種を追加指定 群島全域

５ 大和村に水産加工施設完成 大和村

ランの新種を「アマミムヨウラン」と命名 奄美大島

瀬戸内パッションフルーツ収穫式及び「かごしまブランド団体認定証」授与式 瀬戸内町

大和村集落まるごと体験協議会設立 大和村

2020年 東京五輪・パラリンピック 奄美市で聖火リレーの実施が決定 奄美市

「はばたく商店街 30選 」 奄美市通り会連合会が表彰 奄美市

瀬戸内町長選挙 瀬戸内町

アプリ活用の配車サービス「ＣＲＥＷ」 与論島内全域で本格運用 与論町

６ 奄美を代表する日本画家・田中一村 未発表の日本画５点見つかる 奄美市

瀬戸内町で避難勧告 鹿児島県内初の大雨警報レベル４ 瀬戸内町

ＪＡあまみ徳之島地区果樹部会パッション部会 パッションフルーツがかごしまの農林水産物認証制度（Ｋ－ＧＡＰ）にて認証 徳之島町

2020年 東京五輪・パラリンピック 龍郷町が台湾のホストタウンに登録 龍郷町

第１回奄美世界自然遺産推進シンポジウム 住民参加型の希少種保護及び外来種対策をテーマ（鹿児島県大島支庁主催） 奄美市

徳之島町の林道山クビリ線ゲート３カ所を施錠 利用ルールの運用開始 徳之島町

ＪＡＬ 鹿児島－奄美大島線就航 55周年 奄美大島

大和村営バス有料運行スタート 大和村

徳之島町長選挙 16年 ぶり無投票 徳之島町

内閣府が「ＳＤＧｓ未来都市」に徳之島町を選定 徳之島町
７

宇検村と東北福祉大学が包括連携協定を締結 宇検村

離島割引運賃の対象拡大 島外学生も利用可能に 群島全域

第 25回 参議院議員通常選挙 群島全域

奄美群島初「徳之島きずな図書館ネットワーク」共同利用型を運用開始 徳之島３町

沖永良部高校吹奏楽部が第 64回 鹿児島県吹奏楽コンクールで金賞受賞 沖永良部２町
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月 出 来 事 関係市町村等

徳之島町営農研修施設 落成式・開所式 徳之島町

合同会社ひらとみ店舗開設 大和村

喜界－鹿児島線就航 60周年 喜界町

三反園知事が奄美大島入り 奄美市名瀬の商店街の視察や請島・与路島の住民と意見交換 奄美市，瀬戸内町

知名町立学校給食センター 落成セレモニー 知名町

８ 県内 40企業・団体が「世界自然遺産推進共同体」を発足 群島全域

奄美市立奄美博物館 リニューアルオープン記念式典 奄美市

和泊，知名の両町とカリブ２カ国による環境会議の開催 沖永良部２町

第 75回 国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」奄美空港にカウントダウンボードを設置 奄美大島

格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エア（株）の奄美－成田線運航終了 奄美大島

2020年 東京五輪・パラリンピック 天城町がセントクリストファー・ネービスのホストタウンに登録 天城町

クルーズ客船「マースダム」が名瀬港に初寄港 欧米等から 1,100人 来島 奄美大島

与論町長選挙 16年 ぶり無投票 与論町

９ 与論町の洞窟で希少ヌマエビ類３種を発見 与論町

2020年 東京五輪・パラリンピック 伊仙町がボスニア・ヘルツェゴビナとホストタウン事業に調印 伊仙町

格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーション（株） 奄美－成田線就航 奄美大島

第２回世界自然遺産推進シンポジウム 奄美固有の伝統文化の継承・発信をテーマ（鹿児島県大島支庁主催） 龍郷町

和泊町とセントラルスポーツ（株）が地域おこし企業人交流プログラム協定を締結 和泊町

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が奄美大島，徳之島で世界自然遺産登録審査の現地調査 奄美大島，徳之島

和泊町と知名町が東北大学大学院環境科学研究科と連携協定を締結 沖永良部２町
1 0

大型クルーズ船「にっぽん丸」が７年ぶりに和泊港に寄港 和泊町

国際観光映像祭「ＡＲＴ＆ＴＵＲ」授賞式 与論町観光動画がフィルムロケーション部門で２位獲得 与論町

日本エアコミューター（ＪＡＣ） 徳之島－奄美大島間 午前便の運航再開 奄美大島，徳之島

奄美市議会議員選挙 奄美市

豪華客船「ウエステルダム」が名瀬港に初寄港 奄美市

宮古崎トンネル 貫通式 奄美市，大和村

県立喜界高校 創立 70周年式典 喜界町

（株）奄美大島にしかわ酒造の黒糖焼酎工場「観光型工場」が完成 徳之島町

屋久島寄港乗船 1,000人 達成 マルエーフェリー（株）名瀬港で記念セレモニー 奄美市

1 1 沖永良部空港で開港 50周年記念セレモニー 和泊町

県立奄美少年自然の家 開所 40周 年記念式典 奄美市

県立沖永良部高校 創立 70周年記念式典 沖永良部２町

第 75回 国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」トライアスロン競技のリハーサル大会開催 天城町

県の指定外来動植物に奄美群島関係の 13種 を指定 群島全域

第３回奄美世界自然遺産推進シンポジウム 持続可能な観光をテーマ（鹿児島県大島支庁主催） 大和村

「奄美大島・徳之島の貴重な野生動植物を守り隊」発足 地元の 33企業・団体が参加 奄美大島，徳之島

ミカンコミバエの航空防除を瀬戸内町全域で開始 瀬戸内町

「地域プロモーション大賞」 動画部門で与論町，パンフレット部門で奄美市，和泊町が入賞 奄美市，和泊町，与論町

1 2 2020年 東京五輪・パラリンピック 龍郷町が「共生社会ホストタウン」に鹿児島県内初登録 龍郷町

台風 24号の影響で倒壊していたあまみエフエムの送信所が完全復旧 奄美市

世界自然遺産奄美トレイル 名瀬エリア開通 奄美市

格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーション（株） 奄美－関西線就航 奄美大島

与論町新庁舎落成記念式典 与論町

国の文化審議会が「与論島の芭蕉布製造技術」を重要無形民俗文化財に指定するよう文科省へ答申 与論町

第４回奄美群島かんきつ振興大会 群島全域
R２

ＮＨＫ特別番組「ラジオで満喫！奄美三昧」 奄美市立博物館で公開生放送 奄美市

１ 世界自然遺産奄美トレイル 大和村エリア開通 大和村

世界自然遺産奄美トレイル 瀬戸内町（本島）エリア開通 瀬戸内町

和泊，知名の両町と沖縄県今帰仁村による友好都市締結調印式 沖永良部２町

第 28回 沖永良部・与論地区議会議員大会 今回を最後に閉会宣言も 沖永良部２町，与論町

瀬戸内町教育委員会が加計呂麻島瀬相で旧日本海軍大島防備隊本部の軍事施設を新たに確認 瀬戸内町

世界自然遺産奄美トレイル 天城町エリア開通 天城町

第４回奄美世界自然遺産推進シンポジウム 屋久島・沖縄との広域連携をテーマ（鹿児島県大島支庁主催） 瀬戸内町

２ 2019年 度危機的な状況にある言語・方言サミット 奄美市で開幕 奄美市

宇検村のコミュニティーラジオ局「エフエムうけん」が開局 10周 年を迎え記念イベント 宇検村

奄美パークの入館者が 250万 人を達成 記念式典開催 奄美市

環境省が奄美群島国立公園の公園区域及び公園計画の変更を告示 群島全域

新型コロナの影響でイベントの中止や規模縮小，臨時休校等の動きが広がる 群島全域

（注）定例的に行われる年中行事は第11章(208ページ)に掲載してあります。


