
Shimbashi Station around 1887

M20（1887）頃
旧新橋駅
［東京府史］

View of Daiba from Shibaura 1-chome

T11（1922）
芝浦一丁目から台場を望む
［五橋開通記念絵葉書 長谷文三郎氏提供］

Azabu Ward Office

T12（1923）
麻布区役所
［港区勢要覧］

Akasaka Ward Office

T12（1923）
赤坂区役所
［東京震災録地図及写真帖］

Subway construction 
(in front of Zojoji Temple)

S45（1970）
地下鉄工事（増上寺前）

Construction on the
new Minato City Office

S61（1986）
工事が進む新庁舎

A ceremony to mark the opening of
Rainbow Bridge is held

H5（1993）
レインボーブリッジ開通記念式典

Takanawa Regional
City Office opens

H7（1995）
高輪支所庁舎開設

Tourist information site for
the Tokyo Olympics

S39（1964）
東京オリンピックの観光案内所

Konan-ohashi Bridge opens
S44（1969） 港南大橋開通

S47（1972）
新橋駅西口広場に
C11型蒸気機関車設置
A C11 steam locomotive
in Shimbashi
West Exit Plaza

徳川家康の江戸入府以後に飛躍的に発展した
港区エリア。幕末の開国後、諸外国の公使館が
区内の寺社に多く置かれたという歴史的背景
が、今日、多くの大使館が集積していることに
つながっています。明治11年(1878)に芝・麻
布・赤坂の三区が誕生し、昭和22年（1947）に
三区が統合して港区が誕生しました。それから
約70年、港区は未来へと進化を続けています。

The Minato City area underwent dramatic 
development after Tokugawa Ieyasu estab-
lished himself in Edo. After the opening to the 
West that signaled the end of the Tokugawa 
shogunate, many foreign delegations were 
established in temples and shrines in pres-
ent-day Minato City. The presence today of 
such a large collection of embassies here is 
doubtless linked to this past. In 1947, the 
three wards of Shiba, Azabu, and Akasaka 
merged to form Minato City. Today, more 
than 70 years later, Minato City is continuing 
to evolve as it looks to the future. 

德川家康进入江户后，港区获得飞跃式发展。
幕府末期对外开放后，诸国在该区的寺庙神社
纷纷设立公使馆，这也是如今众多大使馆聚集
于此的原因。 1878年，芝、麻布、赤坂三区成
立；1947年，三区合并，港区由此诞生。 之后
的70年，港区面向未来蓬勃发展。

도쿠가와 이에야스가 에도로 온 이후에 비약적으로 
발전한 미나토구 지역. 에도 시대 말기의 개국 후, 
여러 외국의 공사관이 구내의 사원·신사에 자리를 
잡았다. 현재 많은 대사관이 미나토구에 있는 것도 
이러한 역사적 배경에서 유래한다. 1947년에 시바, 
아자부, 아카사카의 세 구가 통합하여 미나토구가 
탄생했다. 이후 70년간 미나토구는 미래를 향해 
계속해서 진화하고 있다.

平成4年 （1992）

区役所完全土曜閉庁
The City Office is completely closed on 
Saturdays

平成5年 （1993）

レインボーブリッジ開通
Rainbow Bridge opens

平成7年 （1995）

阪神淡路大震災発生、被災地へ救援
物資・職員派遣
Relief supply/staff dispatched to Great Han-
shin Earthquake disaster-affected areas

高輪コミュニティーぷらざ（高輪支
所）開設
Takanawa Community Plaza (Takanawa 
Banch Office) is established

人口15万人を割り込む
The population dips below 150,000

平成8年 （1996）

赤坂コミュニティーぷらざ（赤坂支
所・保健所など）開設
Akasaka Community Plaza (Akasaka 
Branch Office and Public Health Center, 
etc.) is established

（財）港区ふれあい文化健康財団設立
Minato City Fureai Culture &
Health Foundation is established

台場コミュニティーぷらざ（台場分室
など）開設
Daiba Community Plaza 
(Daiba Annex, etc.) opens

平成10年 （1998）

JR品川駅東西自由通路開通
Shinagawa Station East-West Passage-
way opens

昭和62年 （1987）

麻布支所・保健所開設
Azabu Branch Office and Public Health 
Center are established

港区役所新庁舎落成
Construction on the new Minato City Hall 
Main Office is completed

平成2年 （1990）

第二次港区基本構想策定
The second Minato City Basic Concept is 
drawn up

平成3年 （1991）

都立心身障害者福祉センター開設
Welfare Center for the Physically and 
Mentally Disabled opens

昭和61年 （1986）

三原山噴火による大島町民受け入れ
Acceptance of Oshima town residents 
due to the volcanic eruption of Mount 
Mihara

区の木・区の花制定
The city tree and flower are established

昭和33年 （1958）

高輪支所開設
Takanawa Branch Office 
is established

住民登録制度開始
The resident registration system starts

昭和36年 （1961）

港区役所新館落成
Construction on the new Minato City 
Office building is completed

昭和38年 （1963）

住居表示事業開始
The address display system begins

昭和40年 （1965）

福祉事務所 東京都から移管
The welfare office is transferred from Tokyo

昭和57年 （1982）

第1回みなと区民まつり開催
The first Minato Citizens’ Festival is held

昭和59年 （1984）

地区計画制度制定
A district planning system is established

昭和60年 （1985）

港区平和都市宣言
Minato City Declaration as a City of 
Peace is released

昭和55年 （1980）

芝浦港南支所開設
Shibaura-konan Branch Office is estab-
lished

昭和53年 （1978）

初めての港区基本計画策定
The first Minato City Basic Plan is drawn up

昭和50年 （1975）

区長公選制復活
The public election system for city mayor 
is reinstated

保健所など事務事業 東京都から移管
The public health center and other offices 
are transferred from Tokyo

第一次港区基本構想策定
The first Minato City Basic Concept is 
drawn up

昭和42年 （1967）

住民基本台帳制実施
The basic resident register system is 
implemented

昭和24年 （1949）

区歌、区紋章制定
The city song and emblem are estab-
lished

昭和27年 （1952）

区長公選制廃止
The public election system for city mayor 
is discontinued

港区教育委員会発足
Minato City Board of Education is estab-
lished

昭和22年 （1947）

芝、麻布、赤坂の三区統合により港区
誕生
Shiba, Azabu, and Akasaka wards merge 
to create Minato City

日本・世界の動き
▶S21（1946）憲法公布、翌年施行　▶S22（1947）第1回特別国会　▶S25（1950）特
需景気（朝鮮戦争）　▶S26（1951）地方公務員法施行　▶S28（1953）NHK、TV放送
開始　▶S31（1956）神武景気、日ソ復交、国連復帰、もはや戦後ではない（経済白書）
▶S33（1958）東海道本線電車特急こだま運行開始、東京タワー完成　▶S35

（1960）カラーTV放送開始　▶S39（1964）東海道新幹線開通、東京オリンピック開催
▶S47（1972）沖縄本土復帰、札幌オリンピック開催　▶S48（1973）第1次オイル

ショック　▶S50（1975）ベトナム戦争終戦　▶S54（1979）第2次オイルショック　▶
S55（1980）イラン・イラク戦争勃発　▶S58（1983）青函トンネル貫通　▶S63（1988）
瀬戸大橋開通　▶S64（1989）昭和天皇崩御　▶H1（1989）ベルリンの壁崩壊、冷戦の
終結宣言　▶H3（1991）バブル崩壊　▶H7（1995）阪神淡路大震災、地下鉄サリン事
件　▶H9（1997)東京湾アクアライン開通 ▶H10（1998）長野オリンピック開催

区政の歩みと未来展望
未来に続く軌跡
Paths continuing to the future 
City Administration: progress and future outlook

延续至未来的轨迹
区政的足迹与未来展望

미래로 이어지는 궤적
미나토구 행정의 발자취와 미래 전망

Tokyo Tower at its completion
S33（1958） 東京タワー完成

［フォトサービス・マツナガ提供］
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Shimbashi Station around 1887

M20（1887）頃
旧新橋駅
［東京府史］

View of Daiba from Shibaura 1-chome

T11（1922）
芝浦一丁目から台場を望む
［五橋開通記念絵葉書 長谷文三郎氏提供］

Azabu Ward Office

T12（1923）
麻布区役所
［港区勢要覧］

Akasaka Ward Office

T12（1923）
赤坂区役所
［東京震災録地図及写真帖］

Subway construction 
(in front of Zojoji Temple)

S45（1970）
地下鉄工事（増上寺前）

Construction on the
new Minato City Office

S61（1986）
工事が進む新庁舎

A ceremony to mark the opening of
Rainbow Bridge is held

H5（1993）
レインボーブリッジ開通記念式典

Takanawa Regional
City Office opens

H7（1995）
高輪支所庁舎開設

Tourist information site for
the Tokyo Olympics

S39（1964）
東京オリンピックの観光案内所

Konan-ohashi Bridge opens
S44（1969） 港南大橋開通

S47（1972）
新橋駅西口広場に
C11型蒸気機関車設置
A C11 steam locomotive
in Shimbashi
West Exit Plaza

徳川家康の江戸入府以後に飛躍的に発展した
港区エリア。幕末の開国後、諸外国の公使館が
区内の寺社に多く置かれたという歴史的背景
が、今日、多くの大使館が集積していることに
つながっています。明治11年(1878)に芝・麻
布・赤坂の三区が誕生し、昭和22年（1947）に
三区が統合して港区が誕生しました。それから
約70年、港区は未来へと進化を続けています。

The Minato City area underwent dramatic 
development after Tokugawa Ieyasu estab-
lished himself in Edo. After the opening to the 
West that signaled the end of the Tokugawa 
shogunate, many foreign delegations were 
established in temples and shrines in pres-
ent-day Minato City. The presence today of 
such a large collection of embassies here is 
doubtless linked to this past. In 1947, the 
three wards of Shiba, Azabu, and Akasaka 
merged to form Minato City. Today, more 
than 70 years later, Minato City is continuing 
to evolve as it looks to the future. 

德川家康进入江户后，港区获得飞跃式发展。
幕府末期对外开放后，诸国在该区的寺庙神社
纷纷设立公使馆，这也是如今众多大使馆聚集
于此的原因。 1878年，芝、麻布、赤坂三区成
立；1947年，三区合并，港区由此诞生。 之后
的70年，港区面向未来蓬勃发展。

도쿠가와 이에야스가 에도로 온 이후에 비약적으로 
발전한 미나토구 지역. 에도 시대 말기의 개국 후, 
여러 외국의 공사관이 구내의 사원·신사에 자리를 
잡았다. 현재 많은 대사관이 미나토구에 있는 것도 
이러한 역사적 배경에서 유래한다. 1947년에 시바, 
아자부, 아카사카의 세 구가 통합하여 미나토구가 
탄생했다. 이후 70년간 미나토구는 미래를 향해 
계속해서 진화하고 있다.

平成4年 （1992）

区役所完全土曜閉庁
The City Office is completely closed on 
Saturdays

平成5年 （1993）

レインボーブリッジ開通
Rainbow Bridge opens

平成7年 （1995）

阪神淡路大震災発生、被災地へ救援
物資・職員派遣
Relief supply/staff dispatched to Great Han-
shin Earthquake disaster-affected areas

高輪コミュニティーぷらざ（高輪支
所）開設
Takanawa Community Plaza (Takanawa 
Banch Office) is established

人口15万人を割り込む
The population dips below 150,000

平成8年 （1996）

赤坂コミュニティーぷらざ（赤坂支
所・保健所など）開設
Akasaka Community Plaza (Akasaka 
Branch Office and Public Health Center, 
etc.) is established

（財）港区ふれあい文化健康財団設立
Minato City Fureai Culture &
Health Foundation is established

台場コミュニティーぷらざ（台場分室
など）開設
Daiba Community Plaza 
(Daiba Annex, etc.) opens

平成10年 （1998）

JR品川駅東西自由通路開通
Shinagawa Station East-West Passage-
way opens

昭和62年 （1987）

麻布支所・保健所開設
Azabu Branch Office and Public Health 
Center are established

港区役所新庁舎落成
Construction on the new Minato City Hall 
Main Office is completed

平成2年 （1990）

第二次港区基本構想策定
The second Minato City Basic Concept is 
drawn up

平成3年 （1991）

都立心身障害者福祉センター開設
Welfare Center for the Physically and 
Mentally Disabled opens

昭和61年 （1986）

三原山噴火による大島町民受け入れ
Acceptance of Oshima town residents 
due to the volcanic eruption of Mount 
Mihara

区の木・区の花制定
The city tree and flower are established

昭和33年 （1958）

高輪支所開設
Takanawa Branch Office 
is established

住民登録制度開始
The resident registration system starts

昭和36年 （1961）

港区役所新館落成
Construction on the new Minato City 
Office building is completed

昭和38年 （1963）

住居表示事業開始
The address display system begins

昭和40年 （1965）

福祉事務所 東京都から移管
The welfare office is transferred from Tokyo

昭和57年 （1982）

第1回みなと区民まつり開催
The first Minato Citizens’ Festival is held

昭和59年 （1984）

地区計画制度制定
A district planning system is established

昭和60年 （1985）

港区平和都市宣言
Minato City Declaration as a City of 
Peace is released

昭和55年 （1980）

芝浦港南支所開設
Shibaura-konan Branch Office is estab-
lished

昭和53年 （1978）

初めての港区基本計画策定
The first Minato City Basic Plan is drawn up

昭和50年 （1975）

区長公選制復活
The public election system for city mayor 
is reinstated

保健所など事務事業 東京都から移管
The public health center and other offices 
are transferred from Tokyo

第一次港区基本構想策定
The first Minato City Basic Concept is 
drawn up

昭和42年 （1967）

住民基本台帳制実施
The basic resident register system is 
implemented

昭和24年 （1949）

区歌、区紋章制定
The city song and emblem are estab-
lished

昭和27年 （1952）

区長公選制廃止
The public election system for city mayor 
is discontinued

港区教育委員会発足
Minato City Board of Education is estab-
lished

昭和22年 （1947）

芝、麻布、赤坂の三区統合により港区
誕生
Shiba, Azabu, and Akasaka wards merge 
to create Minato City

日本・世界の動き
▶S21（1946）憲法公布、翌年施行　▶S22（1947）第1回特別国会　▶S25（1950）特
需景気（朝鮮戦争）　▶S26（1951）地方公務員法施行　▶S28（1953）NHK、TV放送
開始　▶S31（1956）神武景気、日ソ復交、国連復帰、もはや戦後ではない（経済白書）
▶S33（1958）東海道本線電車特急こだま運行開始、東京タワー完成　▶S35

（1960）カラーTV放送開始　▶S39（1964）東海道新幹線開通、東京オリンピック開催
▶S47（1972）沖縄本土復帰、札幌オリンピック開催　▶S48（1973）第1次オイル

ショック　▶S50（1975）ベトナム戦争終戦　▶S54（1979）第2次オイルショック　▶
S55（1980）イラン・イラク戦争勃発　▶S58（1983）青函トンネル貫通　▶S63（1988）
瀬戸大橋開通　▶S64（1989）昭和天皇崩御　▶H1（1989）ベルリンの壁崩壊、冷戦の
終結宣言　▶H3（1991）バブル崩壊　▶H7（1995）阪神淡路大震災、地下鉄サリン事
件　▶H9（1997)東京湾アクアライン開通 ▶H10（1998）長野オリンピック開催

区政の歩みと未来展望
未来に続く軌跡
Paths continuing to the future 
City Administration: progress and future outlook

延续至未来的轨迹
区政的足迹与未来展望

미래로 이어지는 궤적
미나토구 행정의 발자취와 미래 전망

Tokyo Tower at its completion
S33（1958） 東京タワー完成

［フォトサービス・マツナガ提供］
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R４（2022）
港区立芝浜小学校開校予定

Scheduled opening of
Shibahama Elementary School

平成12年 （2000）

特別区が基礎自治体に位置づけら
れ、清掃事業など東京都から移管
Special districts are positioned as munici-
palities; authority for waste collection, 
etc. is transferred from Tokyo

平成11年 （1999）

港区立港資源化センター、港区立港
清掃工場開設
Minato Resource Recycle Center, Minato 
Incineration Plant opens

Shiba Park “The flame
of peace” is installed

H17（2005）
港区立芝公園
「平和の灯」設置 Minato City Toddlers’

Play Room Appy Azabu opens

H20（2008）
あっぴぃ麻布開設

Odaiba Gakuen opens

H22（2010）
お台場学園開校式

The naginata competition for
the National Sports Festival of
Japan is held

H25（2013）
東京国体でなぎなた競技開催

JR Shinagawa Station East-West
Passageway opens

H10（1998）
JR品川駅東西自由通路完成

Minato City Minato Incineration
Plant open

H11（1999）
港区立港清掃工場開設

JR Tamachi Station East-West
Passageway opens

H15（2003）
JR田町駅東西自由通路開通式

Minato City Eco Plaza opens

H7（1995）
港区立エコプラザオープン

H30（2018）
初回大会となる

MINATOシティハーフ
マラソン2018開催

Minato City
Half Marathon 2018,

the first competition, held

令和4年（2022）

札の辻スクエア（港区立産業振興セン
ター、港区立三田図書館、民間連携
床）開設予定
Scheduled opening of Fudanotsuji Square 
(Minato City Industrial Promotion Center, 
Mita Library, private partnership floors)

港区立芝浜小学校開校予定
Scheduled opening of Shibahama Elementary School 

平成29年 （2017）

人口25万人突破
The population exceeds 250,000

港区政70周年
Minato City’s 70th Anniversary

平成30年 （2018）

ゆかしの杜（もり）（港区立郷土歴史
館、港区立がん在宅緩和ケア支援セ
ンターなど）開設
Yukashi-no-Mori (which includes the Minato 
City Home Cancer Care Support Center,  
Minato City Local History Museum, and 
other facilities) opens

MINATOシティハーフマラソン2018
開催
Minato City Half Marathon 2018 held

令和2年 （2020）

JR高輪ゲートウェイ駅開業
JR Takanawa Gateway Station opens

港区立伝統文化交流館開設
Minato City Center for Traditional Culture 
opens

港区立みなと科学館開設
Minato Science Museum opens

東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅開業
Tokyo Metro Toranomon Hills Station opens

平成27年 （2015）

小中一貫教育校「港区立白金の丘学
園」開校
Shirokane-no-oka Gakuen, an integrated 
elementary and middle school, opens

令和元年 （2019）

ラグビーワールドカップ2019開催
The Rugby World Cup 2019 held

令和3年 （2021）

港区子ども家庭総合支援センター（子
ども家庭支援センター、児童相談所、
母子生活支援施設の複合施設）開設
Scheduled opening of Minato City Children 
and Families General Support Center (Com-
plex facility which includes the Children and 
Families Support Center, Child Consultation 
Center, mother and child support facilities)

東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催予定
Olympic and Paralympic Games Tokyo 
2020 to be held

令和9年 （2027）

リニア中央新幹線開業予定
Scheduled opening of The Linear Chuo 
Shinkansen

平成15年 （2003）

JR田町駅東西自由通路開通
Tamachi Station East-West Passageway 
opens

平成14年 （2002）

第三次港区基本構想策定
The third Minato City Basic Concept is 
drawn up

平成21年 （2009）

人口20万人突破
The population exceeds 200,000

区内5地区の地区版計画書策定
Plans are drawn up for each of the 5 
districts in Minato City

平成18年 （2006）

区役所・支所改革
City Office and Regional City Offices are 
reorganized

平成19年 （2007）

港区コールセンター「みなとコール」
サービス開始
Minato Call (Minato City call center) 
service starts

平成20年 （2008）

資源プラスチック回収開始
Collection of plastic resources begins

平成17年 （2005）

港区立芝公園「平和の灯」設置
Shiba Park “The flame of peace” is installed

平成16年 （2004）

港区コミュニティバス「ちぃばす」運行
開始
Minato City Community Bus “Chii Bus” 
operation begins

包括外部監査導入
Comprehensive external audit is introduced

平成13年 （2001）

行政評価制度導入
An administration evaluation system is 
introduced

港区ホームページ本格運用開始
Full-scale operation of the Minato City 
website begins

区政の歩みと未来展望
未来に続く軌跡

日本・世界の動き
▶H12（2000）介護保険制度施行 ▶H13（2001）米国同時多発テロ事件
▶H14（2002）FIFAワールドカップ日韓合同開催、欧州通貨統一（ユーロ）、住
民基本台帳ネットワ－ク開始 ▶H15（2003）ヒトゲノム解読完了 ▶H17
（2005）郵政民営化法案可決　▶H19（2007）世界金融危機　▶H20（2008）
後期高齢者医療制度施行　▶H23（2011）東日本大震災　▶H24（2012）東京
スカイツリー®開業　▶H25（2013）2020年オリンピック・パラリンピック競技大
会、東京決定　▶H27（2015）中央環状線全面開通、北陸新幹線開通　▶H28
（2016）18歳選挙権施行 ▶H30(2018）西日本豪雨、台風21号・24号　▶
H31/R1(2019）新元号「令和」、G20大阪サミット、ラグビーＷ杯開催　▶R2
(2020）英国EU離脱、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会開催延期

平成22年 （2010）

小中一貫教育校「港区立お台場学園」
開校
Odaiba Gakuen, an integrated elementary 
and middle school, opens

平成23年 （2011） 

港区政策創造研究所開設
Minato Policy Creation Research Institute 
opens

平成26年 （2014）

みなとパーク芝浦（芝浦港南地区総合
支所・港区スポーツセンター・介護予
防総合センター・男女平等参画セン
ター・消費者センターなど）開設
Minato Park Shibaura (comprising Shibau-
ra-konan Regional City Office, Minato City 
Sports Center, Nursing Independence 
General Center, Gender Equality Center, 
Consumer Center etc.) is opened 

「みなとタバコルール」を条例化し、本
格実施
Created and fully implemented the Minato 
City Smoking Rule ordinance

環状2号線(新橋～虎ノ門間）開通
Ring Road No.2 (between Shimbashi and 
Toranomon) opens

平成23年 （2011）

東日本大震災発生、被災地へ救援物
資・職員派遣
Relief supply and staff dispatched to Great 
East Japan Earthquake disaster-affected 
areas

平成25年 （2013）

東京国体、港区スポーツセンターでな
ぎなた競技開催
The naginata competition for the National 
Sports Festival of Japan is held at Minato 
City Sports Center

トライアスロンなどが開催されるお台場海浜公園
Odaiba Marine Park where the triathlon, etc. are held

©Satoshi TAKASAKI/JTU

H30（2018）
ゆかしの杜（もり）
（港区立郷土歴史館、港区立がん在宅緩和ケア支援センター等）開設
Yukashi-no-Mori
 (which includes the Minato City Home Cancer Care Support Center,
Minato City Local History Museum, and other facilities) opens

R４（2022）
札の辻スクエア
開設予定
Scheduled opening of
Fudanotsuji Square

R3（2021）
港区子ども家庭総合支援センター開設
Minato City Children and Families
General Support Center opens

R2（2020）
港区立みなと科学館開設
Minato Science Museum opens
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R４（2022）
港区立芝浜小学校開校予定

Scheduled opening of
Shibahama Elementary School

平成12年 （2000）

特別区が基礎自治体に位置づけら
れ、清掃事業など東京都から移管
Special districts are positioned as munici-
palities; authority for waste collection, 
etc. is transferred from Tokyo

平成11年 （1999）

港区立港資源化センター、港区立港
清掃工場開設
Minato Resource Recycle Center, Minato 
Incineration Plant opens

Shiba Park “The flame
of peace” is installed

H17（2005）
港区立芝公園
「平和の灯」設置 Minato City Toddlers’

Play Room Appy Azabu opens

H20（2008）
あっぴぃ麻布開設

Odaiba Gakuen opens

H22（2010）
お台場学園開校式

The naginata competition for
the National Sports Festival of
Japan is held

H25（2013）
東京国体でなぎなた競技開催

JR Shinagawa Station East-West
Passageway opens

H10（1998）
JR品川駅東西自由通路完成

Minato City Minato Incineration
Plant open

H11（1999）
港区立港清掃工場開設

JR Tamachi Station East-West
Passageway opens

H15（2003）
JR田町駅東西自由通路開通式

Minato City Eco Plaza opens

H7（1995）
港区立エコプラザオープン

H30（2018）
初回大会となる

MINATOシティハーフ
マラソン2018開催

Minato City
Half Marathon 2018,

the first competition, held

令和4年（2022）

札の辻スクエア（港区立産業振興セン
ター、港区立三田図書館、民間連携
床）開設予定
Scheduled opening of Fudanotsuji Square 
(Minato City Industrial Promotion Center, 
Mita Library, private partnership floors)

港区立芝浜小学校開校予定
Scheduled opening of Shibahama Elementary School 

平成29年 （2017）

人口25万人突破
The population exceeds 250,000

港区政70周年
Minato City’s 70th Anniversary

平成30年 （2018）

ゆかしの杜（もり）（港区立郷土歴史
館、港区立がん在宅緩和ケア支援セ
ンターなど）開設
Yukashi-no-Mori (which includes the Minato 
City Home Cancer Care Support Center,  
Minato City Local History Museum, and 
other facilities) opens

MINATOシティハーフマラソン2018
開催
Minato City Half Marathon 2018 held

令和2年 （2020）

JR高輪ゲートウェイ駅開業
JR Takanawa Gateway Station opens

港区立伝統文化交流館開設
Minato City Center for Traditional Culture 
opens

港区立みなと科学館開設
Minato Science Museum opens

東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅開業
Tokyo Metro Toranomon Hills Station opens

平成27年 （2015）

小中一貫教育校「港区立白金の丘学
園」開校
Shirokane-no-oka Gakuen, an integrated 
elementary and middle school, opens

令和元年 （2019）

ラグビーワールドカップ2019開催
The Rugby World Cup 2019 held

令和3年 （2021）

港区子ども家庭総合支援センター（子
ども家庭支援センター、児童相談所、
母子生活支援施設の複合施設）開設
Scheduled opening of Minato City Children 
and Families General Support Center (Com-
plex facility which includes the Children and 
Families Support Center, Child Consultation 
Center, mother and child support facilities)

東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催予定
Olympic and Paralympic Games Tokyo 
2020 to be held

令和9年 （2027）

リニア中央新幹線開業予定
Scheduled opening of The Linear Chuo 
Shinkansen

平成15年 （2003）

JR田町駅東西自由通路開通
Tamachi Station East-West Passageway 
opens

平成14年 （2002）

第三次港区基本構想策定
The third Minato City Basic Concept is 
drawn up

平成21年 （2009）

人口20万人突破
The population exceeds 200,000

区内5地区の地区版計画書策定
Plans are drawn up for each of the 5 
districts in Minato City

平成18年 （2006）

区役所・支所改革
City Office and Regional City Offices are 
reorganized

平成19年 （2007）

港区コールセンター「みなとコール」
サービス開始
Minato Call (Minato City call center) 
service starts

平成20年 （2008）

資源プラスチック回収開始
Collection of plastic resources begins

平成17年 （2005）

港区立芝公園「平和の灯」設置
Shiba Park “The flame of peace” is installed

平成16年 （2004）

港区コミュニティバス「ちぃばす」運行
開始
Minato City Community Bus “Chii Bus” 
operation begins

包括外部監査導入
Comprehensive external audit is introduced

平成13年 （2001）

行政評価制度導入
An administration evaluation system is 
introduced

港区ホームページ本格運用開始
Full-scale operation of the Minato City 
website begins

区政の歩みと未来展望
未来に続く軌跡

日本・世界の動き
▶H12（2000）介護保険制度施行 ▶H13（2001）米国同時多発テロ事件
▶H14（2002）FIFAワールドカップ日韓合同開催、欧州通貨統一（ユーロ）、住
民基本台帳ネットワ－ク開始 ▶H15（2003）ヒトゲノム解読完了 ▶H17
（2005）郵政民営化法案可決　▶H19（2007）世界金融危機　▶H20（2008）
後期高齢者医療制度施行　▶H23（2011）東日本大震災　▶H24（2012）東京
スカイツリー®開業　▶H25（2013）2020年オリンピック・パラリンピック競技大
会、東京決定　▶H27（2015）中央環状線全面開通、北陸新幹線開通　▶H28
（2016）18歳選挙権施行 ▶H30(2018）西日本豪雨、台風21号・24号　▶
H31/R1(2019）新元号「令和」、G20大阪サミット、ラグビーＷ杯開催　▶R2
(2020）英国EU離脱、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会開催延期

平成22年 （2010）

小中一貫教育校「港区立お台場学園」
開校
Odaiba Gakuen, an integrated elementary 
and middle school, opens

平成23年 （2011） 

港区政策創造研究所開設
Minato Policy Creation Research Institute 
opens

平成26年 （2014）

みなとパーク芝浦（芝浦港南地区総合
支所・港区スポーツセンター・介護予
防総合センター・男女平等参画セン
ター・消費者センターなど）開設
Minato Park Shibaura (comprising Shibau-
ra-konan Regional City Office, Minato City 
Sports Center, Nursing Independence 
General Center, Gender Equality Center, 
Consumer Center etc.) is opened 

「みなとタバコルール」を条例化し、本
格実施
Created and fully implemented the Minato 
City Smoking Rule ordinance

環状2号線(新橋～虎ノ門間）開通
Ring Road No.2 (between Shimbashi and 
Toranomon) opens

平成23年 （2011）

東日本大震災発生、被災地へ救援物
資・職員派遣
Relief supply and staff dispatched to Great 
East Japan Earthquake disaster-affected 
areas

平成25年 （2013）

東京国体、港区スポーツセンターでな
ぎなた競技開催
The naginata competition for the National 
Sports Festival of Japan is held at Minato 
City Sports Center

トライアスロンなどが開催されるお台場海浜公園
Odaiba Marine Park where the triathlon, etc. are held

©Satoshi TAKASAKI/JTU

H30（2018）
ゆかしの杜（もり）
（港区立郷土歴史館、港区立がん在宅緩和ケア支援センター等）開設
Yukashi-no-Mori
 (which includes the Minato City Home Cancer Care Support Center,
Minato City Local History Museum, and other facilities) opens

H30（2018）

R４（2022）
札の辻スクエア
開設予定
Scheduled opening of
Fudanotsuji Square

R3（2021）
港区子ども家庭総合支援センター開設
Minato City Children and Families
General Support Center opens

R3（2021）

R2（2020）
港区立みなと科学館開設
Minato Science Museum opens
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