
区内的刑事犯罪数量在2003年达到峰值10,189件，此后

趋于减少，2018年更减至3,830件。

구내의 형법범인지 건수는 2003년의 10,189건을 정점으로 

감소세가 이어져 2018년에는 3,830건까지 감소했습니다.

The number of reported crimes in Minato City has gradually 

decreased since its peak at 10,189 in 2003 to 3,830 in 2018.
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　区内の刑法犯認知件数は、2003年の10,189件をピークに

減少傾向が続き、2018年は、3,830件まで減少しています。
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港区内の犯罪発生状況


