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※企業名・路線名等は現在の名称を使用しています。  ※全線開通は2019年時点での完成箇所・事業中箇所で判断しています。  ※年表は東京都 土木技術支援・人材育成センター監修

1923 関東大震災

環状七号線 1927 本格着工 1940 松原橋立体が完成（日本初のインターチェンジ型立体交差） 1964 西側半分が完成 1985 環状七号線が全線開通 環状七号線
環状八号線

首都高速（放射方向）
首都高速（放射方向）
首都高速（湾岸線）1994 東京都内が完成1976 東京  港トンネル開通
首都高速（中央環状線）2015 全線開通2010 新宿線2002 王子線開通1987 東側半分が完成

2018 外環道と接続
1983 着工

外環道2018 千葉区間が開通1994 埼玉区間が開通1986 着工
圏央道2014 東名～中央道が開通2007 中央道～関越道1996 青梅～鶴ヶ島が開通1985 着工
東名高速1969 全線開通1962着工
中央道1982 全線開通1967 調布～八王子が開通1962着工
関越道1985 全線開通1971 練馬～川越が開通1967着工

山手線内2015 上野東京ライン2001 湘南新宿ライン1956 山手線・京浜東北線の分離運転開始1925 山手線が環状運転を開始
23区内2008 日暮里・舎人ライナー2002 りんかい線1995 ゆりかもめ1964 東京モノレール
多摩方面2000 多摩都市モノレール1974 小田急多摩  線・京王相模原線1934 京王井の頭線1927 西武新宿線
神奈川方面1980 横須賀線（品川～大船） 2013 東急東横線と副都心線の直通運転開始1966 東急田園都市線1927 小田急線、東急東横線
埼玉・茨城方面2005 つくばエクスプレス1996 埼京線が恵比寿延伸1985 埼京線（池袋～大宮）
千葉方面2010 成田スカイアクセス線1990 JR京葉線1972総武快速線（東京～  津田沼）

銀座線1939 全線開通1927 一部開通（上野～浅草）1925 着工
丸の内線1962 全線開通1951 着工
日比谷線1964 全線開通

1961 一部開通（南千住～仲御徒町）

1968 東京～厚木が開通

1959 着工
東西線
千代田線

1969 全線開通
1964 一部開通（高田馬場～九段下）

1962着工
1979 全線開通1969 一部開通（北千住～大手町）1966 着工

有楽町線1988 全線開通1974  一部開通（池 袋～銀座一丁目）1970 着工
半蔵門線2003 全線開通 197  8  一部開通（渋谷～青山一丁目）1973 着工
南北線2000 全線開通1991 一部開通（駒込～赤羽岩淵）1986 着工
副都心線2008 全線開通2001 着工
浅草線1968 全線開通1960 一部開通（浅草～押上）1956 着工
三田線2000 全線開通1968一部開通（巣鴨～高島平）1965 着工
新宿線1989 全線開通

1986 着工 2000 全線開通1991 一部開通（練馬～光が丘）
19  78 一部開通（岩本町～東大島）1971 着工

大江戸線

荒川1930 完成
新中川1963 完成1939 着工

2017 白子川・石神井川からの取水開始1997 神田川から取水開始1988 着工 2005 善福寺川から取水開始
多摩湖・狭山湖1934 狭山湖が完成1927 多摩湖が完成
奥多摩湖1957 奥多摩湖（小河内ダム）が完成1936 着工

新宿副都心1991 東京都庁1971 京王プラザホテル1965 淀橋浄水場廃止
多摩ニュータウン1991 都立大学が南大沢に移転1971 入居開始1966 事業着手
臨海副都心2007 台場エリアの開発が概ね完了1996 東京ビックサイト1989 事業着手

羽田空港2010 羽田国際線ターミナル・D滑走路完成1993 羽田新旅客ターミナルが完成1971 羽田空港にB滑走路が完成1952 米軍から羽田空港が返還1931 羽田飛行場が開港
成田空港2002 ２本目の滑走路（暫定）が供用開始1991 成田空港に駅が完成19   78 成田空港が開港1966 建設決定

東海道新幹線1992 「のぞみ」が登場1975 山陽新 幹線1964 全線開通1959 着工
上越・北陸新幹線1997 長野新幹線1991 東京駅延伸1982 大宮～新潟が開通1971 着工 2015 北陸新幹線
東北新幹線2016 北海道新幹線1992 山形新幹線1982 大宮～盛岡が開通1971 着工 1997 秋田新幹線
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首都高速  （中央環状線）
外環道

圏央道
東名高速
中央道

関越道

山手線内
23区内
多摩方面
神奈川方面
埼玉・茨城方面
千葉方面

銀座線
丸の内線

日比谷線

千代田線
有楽町線

半蔵門線
南北線

副都心線
浅草線

三田線
新宿線

大江戸線

荒川放水路（1913着工）
中川放水路（新中川）

環七地下広域調節池 環七地下広域調節池
多摩湖（1916着工）
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東海道新幹線
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東北新幹線

1987 S1号線が全線開通（東北道と接続）1971 3号線が全線開通（東  名高速と接続）
1993 5号線が全線開通・11号線が全線完成（レインボーブリッジが完成）1976  4号   線が全線開通（中央道と接続）1962 首都高速道路が開通（京橋～芝浦）首都高速（放射方向）1959着工

2006 環状八号線が全線開通1997 井荻トンネルが完成1965 玉川IC完成 1971 用賀IC完成　   1976 高井  戸IC完成　　　　　1985 練馬IC完成1956 本格着工環状八号線

1931 満州事変 1945 終戦 1964 東京オリンピック 1974 オイルショック 1983 東京ディズニーランド 1995 地下鉄サリン事件 2011 東日本大震災 2021 東京オリンピック

●2003 六本木ヒルズ●1988 東京ドーム●1968 霞ヶ関ビル●1958 東京タワー

2020年代2010年代2000年代1990年代1980年代1970年代1960年代1950年代1940年代1930年代1920年代

1954 一部開通（池袋～御茶ノ水）

東西線

●2012 東京スカイツリー

2000年に交通バリアフリー法が施行、2001年には
SuicaやETCが導入。誰もが、より便利に、より快適
に利用できるインフラへ。（写真：地下鉄博物館）

1920年からの東京のインフラ整備100

年を振り返ると、徐々に社会基盤が
整備され、 現在の「利便的」な都市に
育ってきたことが分かります。
ご自身が生まれた頃、 就職した頃、
子供が生まれた頃、両親や祖父母が
子供の頃などを思い浮かべながら、
楽しんでください。

放射方向の道路整備が進んだ一方、環状道路の整
備が遅れていたため、慢性的な渋滞が発生。この頃
から３環状道路の整備が本格化。（写真：東京都）

1964年のオリンピック開催や生活を豊かにする「三
種の神器」など高度成長を続ける一方で、大気汚染
など深刻な公害問題が発生。（写真：東京都）

1945年3月10日、東京大空襲を受け、10万人以
上の犠牲者を出した。震災から22年、東京は再び
焼け野原となる。（写真：東京都復興記念館）

1923年9月1日、東京を関東大地震が襲い、発生した火災により当時の市域面積の
44％にのぼる約3,465haが焼失。（写真左：江戸東京博物館、右：東京都復興記念館）

震災直後の東京（1923年） 復興を果たした東京の街並み（1930年頃） 終戦時の東京（1945年） 大気汚染でかすむ東京都心 環状７号線に自動車交通が集中 全駅ホームドアが整備された南北線


