
- 1 -

平成24年の主な出来事
(平成24年３月から平成24年12月)

月 出 来 事 関 係 市 町 村 等
宇検村観光大使第１号任命（石野田奈津代さん） 宇検村
第２１回ヨロンマラソン 与論町
第２８回俊寛ジョギング大会 喜界町
沖永良部地下ダム，止水壁工事本格着手 知名町
大型客船「飛鳥Ⅱ」寄港 瀬戸内町
与論町，(株)ロボテックと立地協定 与論町

３ 第３１回花の島沖えらぶジョギング大会 和泊町
喜界島におけるカンキツグリーニング病菌根絶 喜界町
徳之島初の地域交流・保育一体型福祉施設「木らら」完成 伊仙町
農業用水宝田ダム竣工 知名町
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
にぎわい回廊整備事業(西古見地区) 瀬戸内町
県森林技術総合センター龍郷町駐在廃止 龍郷町
学校再編（小，中，幼）でスクールバス始動 喜界町
奄美群島広域事務組合，体制充実強化 奄美市
奄美市，「ポイ捨て等禁止条例」施行 奄美市
第４５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
ＩＣＴプラザかさり開所式≪奄振非公共事業≫ 奄美市
第１９回徳之島ワイドマラソン大会 天城町
新ＡｉＡｉひろば，供用開始 奄美市
豪華客船「ザーンダム」名瀬港寄港 奄美市

４ 城久遺跡群が県文化財に認定 喜界町
大型有孔虫化石密集層（沖泊海岸），ビーチロック（大津勘）県指定文化財（天然記念物）指定 知名町
第４９回富山丸戦没者慰霊祭 徳之島町
ネパール国際交流会 IN 徳之島 伊仙町
奄美図書館 来館者５０万人突破 奄美市
エフエムせとうち開局 瀬戸内町
奄美群島観光物産協会，設立総会 奄美市
沖縄返還要求運動海上集会再現（沖縄復帰４０年記念） 与論町
大型客船「パシフィックビーナス」古仁屋港寄港 瀬戸内町
喜界町「景観行政団体」に認定 喜界町
瀬戸内町へき地診療所復旧完了，診療再開 瀬戸内町
東日本大震災による漂流船漂着（伊実久） 喜界町
第２３回黒砂糖祭り 徳之島町
徳之島町ＴＭＲセンター竣工式 徳之島町
防災行政無線安全祈願祭 天城町

５ 日本各地で金環日食，奄美では部分日食が確認される 奄美市他
奄美群島プレミアムマンゴー生産販売組合設立，愛称を「太陽王」に決定 奄美市
「徳之島のばれいしょ」かごしまブランド産地に指定 徳之島３町
伊仙町の直売所・百菜 「きゅっきゅっ便」発送開始 伊仙町
防災訓練（豪雨想定避難訓練） 大和村
阿権むらづくり委員会「共生・協働の農村づくり運動」で県知事表彰 伊仙町
奄美群島振興開発アンケート調査 群島全域
沖永良部島エコツアーガイド協会設立 和泊町，知名町
離島ガソリン流通コスト支援事業でガソリン値引き幅拡大 群島全域
奄美群島振興開発審議会沖永良部で現地視察 和泊町，知名町

６ ６月豪雨災害 奄美大島
環境省，徳之島に奄美自然保護官事務室開設 天城町
奄美市名瀬 商店街で初の”奄コン”開催 奄美市
第２５回トライアスロンIn徳之島 徳之島３町
第９回しま興し祭り 喜界町
2012年奄美シーカヤックマラソン in加計呂麻 瀬戸内町
西郷南洲翁遠島150周年記念事業 天城町
奄美群島成長戦略ビジョン骨子，奄美群島の在り方検討委員会に提出 奄美市
大型客船「にっぽん丸」平土野港，伊延港寄港 天城町，和泊町
第１９回海人まつり 和泊町

７ あまみシマ博覧会２０１２夏開始（７／１７～９／３０） 群島全域
第４回奄美の観光と物産展（東京池袋東武） 群島全域
第１回あまみ長寿・子宝プロジェクト推進協議会 奄美大島
「あまみ長寿・子宝プロジェクト」まちづくり振興セミナー 奄美大島
2012マリンフェスタｉｎ加計呂麻 瀬戸内町
第２０回龍郷ふるさと祭 龍郷町
喜界島「崩リ（くずり）遺跡」で１２世紀頃の製鉄技術発見と発表 喜界町
第２０回知名町ふるさと夏祭り 知名町
第２回ケンムンフェスタ 奄美市
喜界町夏祭り 喜界町
第５２回和泊町港まつり 和泊町
第４２回ヨロンサンゴ祭 与論町

８ 2012全国ウォータースポーツ南日本大会 天城町
第３１回徳之島町どんどん祭り 徳之島町
サマーフェスタinスギラ２０１２ 喜界町
みなと祭り 瀬戸内町
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月 出 来 事 関 係 市 町 村 等
井之川夏目踊り 徳之島町
第３８回あまぎ祭 天城町

８ 「あまみシマ博」1000人突破 群島全域
川畑さおりさんが「日本民謡ヤングフェスティバル２０１２全国大会」グランプリ受賞 喜界町
台風１５号襲来 群島全域
台風１５号襲来で和泊，知名，与論各町議会議員選挙繰延投票 和泊町他２町
第１５回ラフウォータースイムinヨロン 与論町
徳之島町，天城町，伊仙町，「希少野生動植物保護条例」施行 徳之島３町
与論町防災センター供用開始 与論町
さとうきび生産振興対策協議会 沖永良部島
奄美群島在り方検討委員会，伊藤知事に提言書提出 群島全域
第２１回ひらとみ祭り 大和村
第３４回やけうちどんと祭 宇検村

９ 奄美群島鳥獣被害防止対策研修会 瀬戸内町
台風１６号襲来 群島全域
あまみメガソーラー起工式 奄美市
伊仙町ほーらい館 来館者50万人突破 伊仙町
秋名アラセツ行事 「ショチョガマ」「平瀬マンカイ」 龍郷町
喜界町長に川島氏初当選 喜界町
「土地改良の碑」除幕式 喜界町
台風１７号襲来 群島全域
油井豊年祭 瀬戸内町
奄美市，原付バイクご当地ナンバーのデザイン決定 奄美市
環境省，世界自然遺産登録に向けて平成２５年１月暫定リスト提出のための準備を進めると発言 群島全域
第５０回記念町民体育祭 喜界町
第５０回村民体育大会 大和村
高齢者スポーツ大会 龍郷町
キトバレ踊り 大和村
宇検村指定無形文化財「芦検稲すり踊り」記念碑建立 宇検村
与論でガソリン枯渇 与論町
町民体育大会 龍郷町
徳之島３カ町合同防災訓練 徳之島３町

10 諸鈍シバヤ 瀬戸内町
住用川の大規模改修工事について「自然と調和した川づくり検討委員会」設置 奄美市
喜界町戦没者追悼式 喜界町
国際サーフィン大会「Amami Island Pro 2012」 龍郷町
伊仙町町制施行５０周年記念式典 伊仙町
龍郷町・菊池市友好都市宣言調印式 龍郷町
高祖祭り 喜界町
第１回クロマグロのまち！瀬戸内「食の祭典」 瀬戸内町
徳之島地域文化情報発信施設こけら落とし 伊仙町
さとうきび鳥獣被害防止対策研修会 徳之島町
世界自然遺産の国際的専門家レスリーＦモロイ氏を招き講演会(環境省主催) 奄美市
天城町戦没者追悼式 天城町
平成２４年度奄美群島漁業振興大会 奄美市
天城町文化祭 天城町
和泊町文化と福祉の祭典 和泊町
奄美の「いしょむん」（海産物）ＰＲ事業 奄美市・瀬戸内町
横浜ＤｅＮＡベイスターズ秋季キャンプ 奄美市
2012加計呂麻島ハーフマラソン 瀬戸内町
市民運動会 奄美市
国の文化審議会が「徳之島明眼の森」を国指定天然記念物に指定するよう答申 伊仙町
第１０回龍音祭 龍郷町

11 第７回生涯学習フェア 与論町
天城町農業祭 天城町
第１回Ｓｅａ－１グランプリ 沖永良部島
第２９回奄美群島農業祭・第５０回和泊町農業祭 和泊町
西郷南洲翁遠島150周年記念事業 和泊町
第４７回島内一周駅伝 喜界町
2012リュウキュウマツ材商談会 IN 奄美 奄美大島
にぎわい回廊整備事業(国直地区) 大和村
永田橋交差点改良工事着工 奄美市
喜界空港（航空機事故消火救難）総合訓練 喜界町
さとうきび生産振興対策協議会 奄美市
第４回知名町・食の文化祭 知名町
第５３回日本復帰記念大島地区駅伝競走大会 知名町
大島地域肉用牛生産振興研修会 沖永良部島

12 平成22年豪雨災害の「住用の園」落成式・落成祝賀会 奄美市
与論町家畜市場繋留施設の完成 与論町
第１６回ヨロン・おきなわ音楽交流祭 与論町
ひらとみ朝市 大和村
大型客船「ふじ丸」平土野港寄港 天城町


