
………………………………………………………………………………………………………３ 環 境 296

第14章 所得・物価・消費生活

…………………………………………………………………………………１ 平成26年度郡民所得の概要 307

……………………………………………………………………………………２ 平成26年度市町村民所得 320

………………………………………………………………………………………………………３ 物 価 324

………………………………………………………………………………………………………４ 消費生活 327

第15章 財政・金融

……………………………………………………………１ 平成28年度大島地区市町村普通会計決算概要 329

……………………………………２ 平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の概要 348

………………………………………………………………………３ 独立行政法人奄美群島振興開発基金 356

………………………………………………………………………………………………………４ 金融機関 360

第16章 災害・消防・警察・海上保安

………………………………………………………………………………………………………１ 災 害 361

………………………………………………………………………………………………………２ 消 防 364

………………………………………………………………………………………………………３ 警 察 367

………………………………………………………………………………………………………４ 海上保安 370

第17章 教育・文化・その他

………………………………………………………………………………………………………１ 教 育 373

………………………………………………………………………………………………………２ 文 化 387

………………………………………………………………………………………………………３ そ の 他 392

………………………………………………………………………………………………………………索 引 399

－1－

平 成 2 9年 の 主 な 出 来 事
(平 成 2 9年 １ 月 ～ 1 2月 )

月 出 来 事 関係市町村等

いせん寺子屋 小中高校生対象に「徳之島学」 伊仙町

１ 奄美大島のラン別品種と判明 「アマミカヤラン」と命名 奄美大島

全国野生生物保護実績発表大会で屋仁小がウミガメの調査で環境大臣賞 奄美市

武蔵川親方奄美観光大使に 奄美大島

天城町総合防災拠点施設落成式 天城町

和泊町で「セアカゴケグモ」見つかる 和泊町

日立女子陸上部が初来島 奄美市

２ 瀬戸内町・与路島で石垣修復記念碑を建立 瀬戸内町

与論島多目的運動広場人工芝サッカー場完成 与論町

Ｂ＆Ｇ体育館リニューアル 天城町

ＪＡＣ鹿児島ー徳之島線 就航55周年 徳之島

ＮＨＫ総合ブラタモリ 奄美大島を案内 奄美大島

奄美群島国立公園誕生 群島全域

「ムシロ瀬」海岸に「見晴らし展望デッキ」完成 天城町

こども園「すまいる」落成記念式典 知名町

対馬丸慰霊碑除幕式 宇検村

客船「カレドニアンスカイ」名瀬・古仁屋港寄港 奄美市・瀬戸内町
３

「沖永良部芭蕉布会館」落成式 知名町

バニラ・エア（株）が関西―奄美線就航 奄美市

「ぱしふぃっくびいなす」「ロストラル」「カレドニアンスカイ」名瀬港寄港 奄美市

ごみ処理施設 「与論クリーンセンター美ら島」完成 与論町

徳之島町生涯学習センター優良公民館として文部科学大臣表彰 徳之島町

瀬戸内町西古見でカツオ漁業の創始者「朝虎松の碑」周辺整備完成 瀬戸内町

「まほろば保育園」が開園 大和村

休校の池地小で学校再開入学式 瀬戸内町

彬子女王殿下迎え第50回戦艦大和戦没者慰霊祭 伊仙町

仏の海洋調査船タラ号寄港，国内のサンゴ礁研究 喜界町

一般県道曽津高崎線 津代（つしろ）トンネル開通 宇検村

4 一般県道篠川下福線 深山（みやま）トンネル開通 瀬戸内町

ＪＡＣ鹿児島―与論線就航40周年 与論町

「ぱしふぃっくびいなす」平土野港寄港 天城町

（株）全笑喜界工場開所式 唐辛子の加工拠点完成 喜界町

ＪＡＣ新型機就航 沖永良部空港 沖永良部

大型観光客船「にっぽん丸」湾港寄港 喜界町

龍郷町生涯学習センター「りゅうがく館」落成式典 龍郷町

徳之島町公式キャラクター「まぶーる君」初お披露目 徳之島町

喜界町「防災食育センター」落成式 喜界町

大型観光客船「にっぽん丸」名瀬港寄港 奄美市
５

第20回全国闘牛サミットＩＮ徳之島町大会 徳之島町

ソバ収穫 奄美市住用町のＮＰＯ法人 奄美市

群島議員大会開催 与論町

「みらい創りラボ・いのかわ」オープン 徳之島町

笹森儀助の顕彰碑除幕式 龍郷町

豪華客船「ロストラル」名瀬港寄港 奄美市

村制施行100周年 宇検村職員往復100㌔完歩達成 宇検村

6 小惑星「Chinacyo」命名記念式典 知名町

県障害者スポーツ大会水泳自由形で森山さん（大和村）２種目優勝 大和村

和泊町長選挙 和泊町

日本代表・大迫選手が沖永良部来島 和泊町

福原愛選手と子ども達交流 宇検村

「ネイチャーズベストフォトグラフィーアジア2017」で浜田さん動画部門で入賞 奄美市

国立公園統一マーク決定 群島全域
7
島尾敏雄生誕100年記念祭 奄美市・瀬戸内町

味の素ＡＧＦと丸紅 生産者や伊仙町と「徳之島コーヒー生産支援プロジェクト事業」調印 伊仙町

初の離島甲子園に中学選抜チームが出場 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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月 出 来 事 関係市町村等

「かけろま工房」開設 休校中の俵小学校を活用 瀬戸内町

「三沢あけみ記念館」オープン 奄美市

豪華クルーズ船「飛鳥Ⅱ」 名瀬港寄港 奄美市

加計呂麻島いっちゃむん市場 利用者５万人達成 瀬戸内町
7
大奄美が十両優勝 龍郷町

学校給食センター安全祈願祭 奄美市

ネコ問題を考えるシンポジウム開催 徳之島

ホソカタムシ類の新種認定 「アマミツヤナガラヒラタホソカタムシ」と命名 奄美市

JALグループジェット就航でセレモニー ７年ぶり奄美―鹿児島線 奄美市

「宮古崎トンネル」工事安全祈願祭 大和村

「しま山100選」 奄美からは湯湾岳（宇検村・大和村境）と越山（和泊）が選出 宇検村・大和村・和泊町

台風5号の被害視察で知事来島 喜界町・奄美大島

三反園知事と「車座対話」 沖永良部２町・与論町

西部浄水場の完成 奄美市
8
大和村長選挙 大和村

リュウキュウアユ保護活動の住用小 環境教育賞優秀賞を受賞 奄美市

中部日本マルコ（株），ヨロンアイランドファーム（株）と食肉加工場に係る立地協定調印式 与論町

兼照翁 木標建碑式 喜界町

道路愛護に関する国交大臣表彰に町田酒造 龍郷町

総務省「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業が採択 徳之島町

知名町総合防災訓練 知名町

海上自衛隊の掃海艇「くろしま」伊延港寄港 和泊町

喜界島「50年の１度の大雨」 喜界町

三浦一広全日本硬式空手動連盟７段昇格 全国５人目 奄美市

9 あやまる展望デッキ完成 奄美市

喜界町田島ナビさん 117歳国内最高齢 喜界町

ＲＡＣ新機材就航セレモニー ＤＨＣ８ーＱ400ＣＣお披露目 与論町

宇検村の大島さん 全日本短歌大会で優良賞 宇検村

奄美大島・徳之島４施設でマイクロチップ装着支援事業開始 奄美大島・徳之島

国営徳之島用水事業 完工碑除幕と完工式典 天城町

森田美和さん ねんりんピック美術展の書の部で 厚労大臣賞受賞 徳之島町

「小俣松葉会」が内閣府より社会参加章受賞 奄美市

世界自然遺産へＩＵＣＮ（国際自然保護連合）現地調査開始 奄美大島・徳之島

町立阿木名小中体育館 落成式 瀬戸内町

大型観光客船「にっぽん丸」平土野寄港 天城町

1 0 龍郷町長選挙 龍郷町

伊仙町長選挙 伊仙町

第48回衆議院議員総選挙 群島全域

「諸鈍シバヤ」初の中止 台風22号接近のため 瀬戸内町

奄美空港 新設ボーディングブリッジ供用開始 奄美市

鹿児島県町村会定期総会開催 与論町

与論町立与論中が創立70年 記念文化祭 与論町

加計呂麻でワニ捕獲相次ぐ 瀬戸内町では43年前にも 瀬戸内町

全国障害者スポーツ大会 一般卓球の部で村田さん日本一に 瀬戸内町

宇検村の村制施行100周年記念式典 宇検村

11 県立奄美高校創立100周年記念行事式典 奄美市

与論・沖永良部 行幸啓 与論町・沖永良部２町

阿室校区活性化対策委員会が第56回農林水産祭むらづくり部門で天皇杯受賞 宇検村

奄美市長選挙 奄美市

奄美・沖縄交流拡大事業キックオフイベント 群島全域

大島拘置支所 落成式典 奄美市

瀬戸内町と老健施設せとうち 福祉避難所で協定締結 瀬戸内町

知名町長選挙 知名町

12 みなと屋 食品衛生功労で大臣表彰 奄美市

JAL就航45周年記念セレモニー 沖永良部ー鹿児島 和泊町

JAL羽田直行便就航25周年 奄美市

龍郷町で発見の水生昆虫「アマミヨコゾドロムシ」と命名 龍郷町

（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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