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           東冷倉創立 40 周年資料 
 
「東京都の戦後史」 
 
1945 年（昭和 20 年） 終戦。東京臨港地域はほとんど連合軍により接収 
1947 年（昭和 22 年） 区部が 35 区から 23 区に再編、特別区に 
1948 年（昭和 23 年） 宮城を皇居と改称 
1950 年（昭和 25 年） 港湾法公布施行 
1951 年（昭和 26 年） 港湾法に基づき東京都が東京港の管理者となる 
1953 年（昭和 28 年） NHK 総合東京・日本テレビ開局 
1954 年（昭和 29 年） 営団地下鉄丸ノ内線開業 
1955 年（昭和 30 年） 晴海ふ頭１バース供用開始 
           TBS 開局 
                     焼却工場建設 10 ヵ年計画発表 
1957 年（昭和 32 年） 小河内貯水池（奥多摩湖）竣工 
           夢の島（江東区 14 号埋立地）建設 
1958 年（昭和 33 年） 東京タワー完成 ・ 多摩動物公園開園 
                     3 大副都心に指定（池袋・新宿・渋谷） 
1959 年（昭和 34 年） 東京モノレール開業 
                     テレビ朝日・フジテレビ・NHK 教育東京開局 
1960 年（昭和 35 年） 都営地下鉄浅草線開業 
1961 年（昭和 36 年） 営団地下鉄日比谷線開業 
1962 年（昭和 37 年） 東京都水道局から東京都下水道局が独立  

首都高速道路開通（京橋～芝浦間）（12 月） 
1964 年（昭和 39 年） テレビ東京開局 

東海道新幹線開通（10 月 1 日） 
東京オリンピック開催（10 月 10 日～24 日） 

1965 年（昭和 40 年） 淀橋浄水場廃止、66 年 3 ヶ月の歴史を閉じる 
1966 年（昭和 41 年） 営団地下鉄東西線開業 
1967 年（昭和 42 年） 都知事に美濃部亮吉氏当選 
                     品川重量物ふ頭完成 
1967 年（昭和 42 年） 東京都の人口が 1 千万人を突破 
1968 年（昭和 43 年） 小笠原諸島返還・/ 三億円事件（府中市） 
1968 年（昭和 43 年） 都営地下鉄三田線開業 
1969 年（昭和 44 年） 営団地下鉄千代田線開業 
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1970 年（昭和 45 年） 三島由紀夫、陸上自衛隊東部方面総監部で自殺（11 月 26 日） 
1971 年（昭和 46 年） 美濃部都知事、都議会でゴミ戦争を宣言 
1972 年（昭和 47 年） 東京湾「死の海」と調査結果発表 
1973 年（昭和 48 年） 読売ジャイアンツ、セントラル・リーグ 9 連覇 (V9) 達成 
1974 年（昭和 49 年） 三菱重工爆破事件 

営団地下鉄有楽町線開業 
船の科学館開館 

1975 年（昭和 50 年） 大井コンテナふ頭 8 バース完成 
1977 年（昭和 52 年） 立川基地全面返還（立川市） 
1978 年（昭和 53 年） 新東京国際空港（現成田国際空港）開港（5 月 20 日） 

東京国際空港（羽田空港）は実質国内線専用に 
1978 年（昭和 53 年） 営団地下鉄半蔵門線、都営地下鉄新宿線開業 
1979 年（昭和 54 年） 都知事に鈴木俊一氏当選（以降 95 年まで 4 期 16 年） 
                     マイタウン構想懇談会 
1982 年（昭和 57 年） 明治神宮野球場、改修完了 
           東京都長期計画の策定 

上野、浅草、錦糸町、亀戸、大崎が副都心へ追加 
1983 年（昭和 58 年） 有明コロシアムオープン 
1985 年（昭和 60 年） 第一回パンパシフィック水泳選手権開催 
           東京テレポート構想発表 
1986 年（昭和 61 年） 地価急騰、狂乱地価、大島三原山噴火（11 月 15 日・21 日） 
           第二次東京都長期計画発表  
1987 年（昭和 62 年） 国鉄分割民営化（4 月 1 日）JR 東日本による経営承継。 

東海道新幹線の東京駅は JR 東海が管轄 
1988 年（昭和 63 年） 東京ドーム完成 
                     臨海部副都心開発基本計画を策定 
  
1989 年（平成元年）  葛西臨海水族園開業  
1991 年（平成 3 年）  東京の電話局番 4 桁に（1 月） 

東京都庁舎（東京都庁新庁舎）完成（3 月） 
東京港開港 50 周年記念式典開催 

1991 年（平成 3 年）  営団地下鉄南北線、 
都営地下鉄 12 号線（現、都営地下鉄大江戸線）開業 

1992 年（平成 4 年）  第 1 回東京シティーマラソン大会開催 
1993 年（平成 5 年）  東京湾連絡橋レインボーブリッジ完成 
1994 年（平成 6 年）  営団地下鉄有楽町線新線開業 
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1995 年（平成 7 年）  地下鉄サリン事件（3 月） 
都知事に青島幸男氏当選（4 月） 
東京メトロポリタンテレビジョン（MX テレビ）開局（11 月） 
埋立地（有明・台場・青海・東八潮）が臨海副都心として追加 

1996 年（平成 8 年） 東京臨海高速鉄道臨海副都心線全線開業 
           臨海副都心開発の基本方針策定 
                     お台場海浜公園開園 
1998 年（平成 10 年） 多摩都市モノレール開業 / 山一證券倒産 
1999 年（平成 11 年） 都知事に石原慎太郎氏当選（2003 年再選、2007 年三選） 
2000 年（平成 12 年） 東京ドームの敷地内に東京ドームホテルが開業 
           東京港湾合同庁舎竣工 
2001 年（平成 13 年） 日本科学未来館オープン 
2002 年（平成 14 年） りんかい線が大崎まで延伸され、全線開業。埼京線との相互直通運

転の開始により、渋谷・新宿・池袋の各副都心と直結 
2003 年（平成 15 年） 東海道新幹線の品川駅開業 
2003 年（平成 15 年） 六本木ヒルズ、汐留シオサイト完成 
2004 年（平成 16 年） 帝都高速度交通営団が民営化し東京地下鉄株式会社に 
2005 年（平成 17 年） 首都高速道路公団が民営化し首都高速道路株式会社に 
2006 年（平成 18 年） ゆりかもめが豊洲まで延伸され、晴海通りが有明地区に接続 
2007 年（平成 19 年） 東京ミッドタウン完成、新丸の内ビルディング完成 
2008 年（平成 20 年） 東京地下鉄副都心線開業 
2010 年（平成 22 年） 東京国際空港（羽田空港）に新国際線ターミナルが開業 
           京浜港（東京港・川崎港・横浜港）が「国際コンテナ戦略港湾」 

に選定 
東京臨海広域防災公園開園（防災学習施設そなエリア東京） 

2011 年（平成 23 年）「東京港開港 70 周年」事業展開 
2012 年（平成 24 年） 東京スカイツリー完成 

東京ゲートブリッジ開通 
東京駅丸の内赤レンガ駅舎改装オープン 

           都知事に猪瀬直樹氏当選 
2013 年（平成 25 年） 5 代目歌舞伎座開場 
           2020 オリンピック・パラリンピック東京招致決定 


