
東京都内の我が国文化における象徴的３河川のあらまし 

都心の水辺回廊の一つについて 

 

1. 隅 田 川 
 

【概況】  

隅田川は、北区にある岩淵水門を起点として、東京都の東部低地帯７区（北区、足立区、

荒川区、墨田区、台東区、中央区及び江東区）に沿って南北に流れ、東京湾に注ぐ荒川水

系の一級河川である（東京都が管理）。流路延長は２３.５ｋｍである。流域面積は、上流

部の新河岸川を合わせ６９０.３ｋｍ2であって、全流域人口は約３００万人して、世界で

も類をみない大都市の中心部を貫く都市河川である。古くは墨田川、角田川とも書いた。 
 

【歴史・変遷と現状】  

 隅田川は、江戸時代には秩父から切り出す材木の運

搬（舟運）に使われるなど、江戸城下の建設を支えて

重要な役割を担った。この時、ここの両岸には、輸送

物資の貯蔵や補完を行う「蔵」が立ち並んでおり、江

戸市民の経済と生活を支える存在であった。 

また一方、隅田川はレクリエーションの場として、

舟遊びや花火見物などで庶民に愛されるとともに、活

気溢れる両国橋界隈や浅草などの盛り場もあって、江

戸の名所として大変な賑わいを見せた。 

       歌川豊国「両国花火之図」（東京都江戸東京博物館） 

狂歌絵本「絵本隅田川 両岸一覧」（墨田区蔵）※両国橋の賑わい 

1657（明暦3）年の明暦の大火は、江戸をほぼ全滅させた。その後、防火対策 

中心の都市復興によって1659（万治2）年に隅田川に両国橋が架けられ、南部（本 

所）武家屋敷などの移転先に選ばれた。一方、北部は農村地帯のまま、江戸市民の 

食料供給地として歩み続けた。  

     （すみだ地域ブランド戦略 http://sumida-brand.jp/about/about06_01） 



 
東都両国橋の夏景色 （橋本貞秀画） 

 
明治初年の八軒家船着場・二基の常夜灯（八軒家かいわい検定  http://www.hachikenya.org/kentei/middle.shtml） 

 

この様な隅田川の賑わいは昭和３０年代の前半まで続いた。両国橋から蔵前橋までの右

岸側に並ぶ料亭は、夏場に川に桟敷を張り出して、夏の隅田川を盛り上げた。 

まだ空が広い昭和30年代の花火（墨田区緑図書館） 
昭和32年（1957）両国橋の下流、舟に鈴なりの人たち（墨田区緑図書館） 



  しかし、これ以降の高度経済成長期になると、首都圏の道路網は整備されて、隅田川の担

った物流機能は陸上交通に転換（モーダルシフト）された。また、隅田川には、工場排水や

生活排水が流れ込みようになっていき、隅田川の水質は急激に悪化した。その結果、隅田川

は悪臭を放つようになり、その臭いが川の上を通過する電車内に漂ったと言われている。 
 

 
 

 
 
 

 
メリヤス工場（昭和40年代） 

（すみだ地域ブランド戦略 http://sumida-brand.jp/about/about06_01） 



 

 
自動車工場（昭和40年代） 

 

 この時、丁度、度重なる水害から沿

川住民を守るためにコンクリート堤防

郡が構築されている。都民の生命・財

産を守ることに大きく貢献する一方で、

川とまちを分断する壁となって、水質

汚染、物流機能の喪失と合間うかたち

になり、人々の隅田川への関心を徐々

に薄れさせることになった。 
防潮堤により分断された川とまち（新川・箱崎地区） 

 

 その後、下水道の整備や河川の浚渫などが実施されるようになり、隅田川の水質改善が少

しずつ進むようになった。スーパー堤防やテラスが整備されて、人々が川に親しむ環境整備

が図られて現在に至っている。水上バス運行が始まって、イベントが開催されるようになっ

て、レクリエーションの場としても利用されるようになった。 

 

 

 

 

 
  緑化された隅田川スーパー堤防 

奥手は、佃島・中央大橋 

（新川・箱崎地区） 

 



  ここで、海外の都市と比較するならば、水辺活用の余地はまだ多くあると言えそうだ。

例えば、水の都ヴェネツィアでは、市民レガ

ッタ（舟）が水面を覆いつくすとともに、多

くの水上イベントやお祭りが通年開催され

ている。 

また、パリのセーヌ川の両岸には歴史的

な建造物が並ぶ景観がある。ロンドンのテム

ズ川は、工場や物流機能も多く隅田川と類似

するようだが、美術館や散策ルートが整備さ

れており、水上バス（舟運）の活用が先進的

である。                                   参考  水辺のカフェでくつろぐ人々（ロンドン / テムズ川） 

 

 このようななか、我が国の東京では、東京スカイツリー開業に合わせ、地元を中心とした

隅田川を含める周辺環境整備が進んで、賑わい再生の気運に高まりをみせている。国の規制

緩和が加わることにより、一定条件下での河川敷地内における民間事業者による飲食店営業

も可能となった。地元気運の高まりと規制緩和動向を捉えながら、かつての江戸の華として

名を馳せた隅田川の賑わいを取り戻そうとして「隅田川ルネサンス」の取組を東京都はスタ

ートさせている。 
 

 

 

 

 

すみだマイスター 

（すみだ地域ブランド戦略 http://sumida-brand.jp/about/about06_01） 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都建設局 
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/teichi_seibi/sumida/sumidagawa/index.htm 



２. 日本橋川・亀島川 
 

【概況】  

ＪＲ中央線水道橋駅付近にて神田川より分かれ、下流で亀島川を分派しながら隅田川永代

橋付近に流れ込む、流域面積4.4ｋｍ２、河川延長4.8kmの荒川水系の一級河川である（東京

都が管理）。  

また、亀島川は、中央区日本橋茅場町付近にて日本橋川から分かれ、八丁堀付近を経由し

て隅田川に注ぐ、延長1.1kmの一級河川である（同様に東京都が管理）。  

 日本橋川・亀島川の流域には、千代田区、中央区の一部が含まれる。かつて日本橋周辺は、

日本橋川や亀島川など多数の河川があり、水辺を活かして「人・物」が集まる江戸の中心と

して栄えた。現在、流域内に住む人は４万人程度であるが、昼間人口は100万人を超える地

域であって、江戸の頃と違った賑わいのある地域となった。 

 

【歴史・変遷と現状】  

日本橋川と亀島川は、隅田川と同様に、江戸時代には舟運に利用されて、江戸城下の建設

を支えて重要な役割を担い、江戸時代のはじめから凡そ400年間、日本橋を中心とする江戸・

東京の賑わいの中心となってきた河川である。ここには、日本の道路元標である日本橋、江

戸城の石垣の石で作った旧常磐橋、隅田川の両国橋の一部を機能再生化利用（リサイクル）

した南高橋などの橋梁郡がある。また、両岸川沿いには、江戸城の石垣や日本銀行本館など

が現存しており、我が国における歴史的香高い空気をまとう地域でもある。 

この様な両河川の上空には、戦後、都高速道路が建設されるなどによって、高機能化・利

便化が急速に図られてきている。現在、この様な河川の変遷化利用のあり方について再思考

するならば、環境面課題・環境負荷も多く発見されている。今後の我が国のあり方を考えな

がら、まちづくりや環境づくりの視点と観点をもって、議論することを要するだろう河川で

もあろう。（ 東京都 「日本橋川・亀島川流域連絡会」が H11.10に設置 ） 
 



   
首都高速道路の下を流れる日本橋川 

 
水門に守られる亀島川 

  

出典：日本橋川・亀島川流域連絡会 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/kankyo/ryuiki/02/title.html 



３. 神田川 
 

【概況】  

東京都三鷹市井の頭恩賜公園内にある井の頭池に源を発して東へ流れ、台東区、中央区と

墨田区の境界にある両国橋脇で隅田川に合流する、流路延長24.6km、流域面積105.0km²

の荒川水系の一級河川である（東京都が管理）。  

東京都内における中小河川としては最大規模のものであり、都心を流れているにも拘らず

全区間にわたる開渠であることが極めて稀である河川である。かつては「神田上水」を取水

し、江戸の水道として利用されていた。 

 神田川の元の名前は「平川」といい、現在の日本橋川の分流点付近から南流し、現在の丸

の内・日比谷に入り込んでいた日比谷入江に注ぎ込む川であった（当時、平川が豊嶋郡と荏

原郡の境界）。明治末頃まで、石切橋から隆慶橋間の両岸は、東京市内屈指の桜の名所と

言われた。 

神田川の中流域中、今日の都電荒川線早稲田停留場付近から飯田橋駅付近までの東京

都内の約2.1ｋｍ区間を「江戸川」と呼んでいた。1970年8月に「神田川」と名称統一さ

れたことから、これに由来する地名の多くが1966年までにその名を消している。しかし

ながら、江戸川橋駅及びその由来である橋梁、文京区立江戸川公園などにその名を留め

ている。 
 

【歴史・変遷と現状】  
1590年（天正18年）に江戸に入府した徳川家康は、海辺で井戸によって真水を満足に得る

ことができない江戸の飲料水を確保しようと平川を改修して、井の頭池、善福寺池、妙正寺

池を水源とする神田上水を整備した。この改修によって、井の頭池を流れ出て善福寺川、妙

正寺川と合流する上流部分が現在の姿となった。神田上水は本流川から目白で分流し、小石

川、本郷に水を供給している。後に水害対策として、平川下流々路を隅田川に通ずる道三堀

と新たに開削した江戸前島を貫通する流路（外濠）に流入するように改修された。また、明

治以後、道三堀の西半分と外濠が埋められて、現在の日本橋川の河道が成立したものである。

以下にこれ以降の改修履歴を記す。 

・ 二代将軍・徳川秀忠の時代に、平川下流域の洪水対策及び江戸城の東北の守りを固め

るために平川を天然の堀とすることが企図され、小石川から南流する流路を東に付替す

る工事が行われた。 

・  1620年（元和6年）、秀忠の命を受けた仙台藩祖・伊達政宗は、現在の飯田橋駅近くの

牛込橋付近から秋葉原駅近くの和泉橋までを担当して、途中にある神田山（本郷台地）

を切り通し、湯島台と駿河台とに分けて、現在の御茶の水に人工の谷（茗渓）を開削し

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%9B%BB%E8%8D%92%E5%B7%9D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%9B%BB%E8%8D%92%E5%B7%9D%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E7%94%B0%E6%A9%8B%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1966%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E6%A9%8B%E9%A7%85


た。（このことより、この区間を特に「仙台堀」あるいは「伊達堀」と呼ぶ。） 

・  本郷台地の東は、旧石神井川と合流させ真東に向かって、現在の浅草橋や柳橋の東で

隅田川に合流させた。平川の旧河道と新河道と切り離して、旧河道を江戸城の内堀の一

部として、新河道を外堀の一部とした。 

・  新河道との合流地点より下流の旧石神井川は埋め立てられた。当初の「仙台堀」の川

幅は狭く、幕府は舟運に供するよう拡幅することを仙台藩第4代藩主・伊達綱村に命じて、

1660年（万治3年）より拡幅工事が行われた。 

・ 東に流れるようになった平川の新河道は、舟運が船河原橋（ほぼ現在の飯田橋）まで

通うようになって「神田川」とも呼ばれるようになる。また、神田台の掘割の西に水道

橋が架けられて、神田上水は日本橋まで給水できるようになった。後に、日本橋の平川

旧河道と神田川は再び結び付けられて日本橋川となった。 

・  高度経済成長期に、生活排水の流入等により水質悪化して「死の川」と呼ばれるよう

になった。神田川周辺部に落合水再生センターなどの下水道網、下水道処理施設の整備

を進めるように図られ、一方、元々、湧水が多いことなどから、近年、水質は大幅に改

善されて、鮎、鮒などの生息するように河川蘇生した。（鮎は、1993年（平成5年）から

毎年確認されている。） 

 ・ かつて、洪水は茶飯事に起きた。80年代以降の河川整備（放水路増設整備含む）によ

り、治水が成されている。（ただし、中野区上高田で危険水位にしばしば達する事あり。） 

この際、高戸橋から江戸川橋にかけ植栽された桜は大きく育って、花見シーズン賑わい

を見せるようになった。 

 
 
 



  井の頭池からの流れ出し(東京都三鷹市) 

神田川(左)と善福寺川(右)との合流地点（東京都中野区）  

  東京都庁舎を望む（東京都中野区・橋梁:は皐月橋） 

小滝橋橋上より（東京都中野区/新宿区）  



  下落合駅付近・高田馬場付近の渓谷（東京都新宿区） 

 

高田馬場駅付近（東京都新宿区）  

 

高田馬場分水路(吐口：中央) 

妙正寺川(右)との合流点 

（東京都豊島区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  江戸川公園脇（東京都文京区） 

 

江戸川橋と江戸川橋分水路（呑口）（東京都文京区）   

 

  首都高速5号池袋線下を流れる（東京都文京区） 

 

日本橋川（右）との分岐点（東京都千代田区）  



  

 

 

 

 

 
 [水道橋（水道橋駅近く） 

（東京都千代田区/文京区） 

 
 
 

 

 

 

 

 

JR御茶ノ水駅ホーム（東京都千代田区） 

お茶の水橋 

 
   

 

 

 

 

 

 
昌平橋下 

上流方向に東京メトロ丸ノ内線 

聖橋を望む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総武線高架橋下（東京都千代田区） 

昌平橋から上流の聖橋方向を望む 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  和泉橋から下流方向を望む 

（東京都千代田区） 
 

 
 

   
 

河口 

隅田川に注ぐ神田川 

（東京都台東区/中央区） 

 

 

 

 

柳 橋 





隅田川の変遷性  
 

現在「隅田川」と呼ばれる川は、元々、入間川の下流部である。昔の隅田川は、一説によれば、

隅田川は寛永年間（1622年-1643年）まで下総国と武蔵国の国境であって、1629年（寛永6年）

の荒川瀬替えにより荒川の本流となったようである。明治末期から昭和初期にかけて、洪水を防

ぐために岩淵水門から河口までの荒川放水路が建設され、1965年3月24日に出された政令によっ

て荒川放水路が荒川の本流となった。分岐点である岩淵水門より下流は、千住大橋付近から下流

部の俗称であった「隅田川」に改称されている。（荒川に面せず、隅田川に面している荒川区が

「荒川」の名を持つ経緯は、こうした事情による。） 

 古くは835年（承和2年）の太政官符に「住田河」として記されて、「宮戸川」などとも呼称さ

れていた。江戸時代に入ると、吾妻橋周辺より下流は大川（おおかわ）とも呼ばれた。今でも、

古典落語などでは「大川」が出てくる。また、大川右岸、特に吾妻橋周辺から佃周辺までを大川

端（おおかわばた）と称する。今でも佃には、大川端リバーシティ21にその名が残る。 

 

古隅田川 

 元荒川沿いの埼玉県さいたま市岩槻区南平野からゆるやかに蛇行しつつ春日部市梅田で古利根

川に合流する河川と、東京都足立区中川付近で中川から分かれ葛飾区小菅で綾瀬川に合流する河

川（現在は多くの区間が暗渠化されている）が古隅田川（ふるすみだがわ）と呼ばれる。東京都

の古隅田川は足立区と葛飾区の境界となっており、古くは現在の「隅田川」区間とともに武蔵国

と下総国の境界の一部を構成していた。埼玉県の古隅田川も併せて考えると、「隅田川」とは、

古くは現在よりも長い区間にわたって荒川を合わせた後の利根川、あるいはその分流の下流部を

指す呼称であったようである。 

 徳川家康入府以前、首都高速6号向島線向島入口付近からは、現在の鳩の街通り商店街と地蔵坂

通り商店街を土手とする（それぞれかつては鷭土手、鶴土手と呼ばれていた。）分流が流れ、現

曳舟駅付近を経由して、その先押上付近までにさらに3手に分かれ、大横川、横十間川、北十間川

にほぼ添う形の河川があったとされている。これらの河川と宮戸川・浅草川とも呼ばれた現在の

隅田川下流のいずれが本流にあたるのかは現在判明しておらず、また『北条氏所領役帳』に見ら

れる江戸地域と葛西地域の区分は、現在の隅田川ではなく分流のいずれかが境界線になる。  

 『特別展 隅田川流域の古代・中世世界 水辺から見る江戸東京前史』の図録本では、現隅田

川を宮戸川（別称ではなく正式名称として）、分流を（中世の）隅田川と位置づけ、中世におい

てはこの定義での隅田川（最下流は横十間川付近）を国境としている。 

 

出典：Wikipedia 



河川事業とは・・・。 

 
河川事業は、洪水・高潮等による水害や土砂災害等の危険から都民の生命と暮らしを守るとと

もに、うるおいのある水辺の形成及び河川利用の推進などを通じ、良好な河川環境と都市環境を

創出する事業である。しかるに、河川事業の基本である「中小河川の洪水対策」、「低地河川の

高潮・地震対策」及び「多摩・島しょ地域の土砂災害対策」を推進するとともに、水辺の緑とに

ぎわいを守って、川が人々の心を豊かにする「魅力的な水辺空間」となるような整備に取り組ん

でゆかなければならない。 

 

 
東京都河川分布図 

 

東京都の河川の管理について。 

東京都の河川は、その地勢から、概ね西部に源を発し東京湾に注ぐ。そのうち、国土交通

大臣が指定する一級河川は、多摩川水系、荒川水系、利根川水系、鶴見川水系の92河川、都

知事が指定する二級河川は15河川あって、都内の河川は合計107河川であり、約858kmにな

る。 

このうち、荒川や利根川等の国土交通省が管理する河川を除いた総数の105河川、約

711kmを東京都が管理する。また、東京都管理河川のうちの区部の46河川については、「特

別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」によって区が管理を行う。このほか、

区市町村が指定・管理する準用河川が20河川、約33kmある。 

河川管理手法１：河道整備・調整池整備 

 人口や資産の集積する都市部などで水害（台風・集中豪雨等）から人命と生活を守るため、１

時間あたり50ミリ降雨により生ずる洪水に対し安全確保する目標として中小河川の整備を進め



る。時間50ミリまでは、河道整備による洪水の安全な流下を基本として、調節池などを組み合わ

せるなどし、地域状況に応ずる効果的対策を実施する。 

しかしながら、近年、これまでの目標整備水準を超える集中豪雨などが増加し水害が発生して

いる。このため、神田川や石神井川など区部の台地の河川について時間75ミリ、野川など多摩部

の河川について時間65ミリ（いずれも年超過確率1/20のレベルに相当）とする目標整備水準の引

き上げをして、優先度も考慮した水害対策強化を図っている。 

 区部の神田川や石神井川、白子川、多摩部の空堀川、鶴見川、谷地川など都内46河川、324km

において、河道拡幅、河床掘削などの河道整備を進め、治水面の安全性向上とあわせる管理用通

路整備（緑化遊歩道整備）、低傾斜護岸（川沿いスペースのある箇所の緩やかな傾斜護岸整備）

など、人々が水辺へ近づける工夫をするとともに、動植物の生息・生育環境などに配慮する川づ

くりを図っている。 

  
河道整備（白子川 練馬区）        親水性に配慮した川づくり（空堀川 東大和市） 

 

 
主な中小河川の整備状況図（50ミリ規模） 

 

 

一方、地域土地利用の特性から川幅拡張などの河道整備に時間を要する箇所は、洪水の一部を

貯留する調節池、洪水の一部を別のルートに分けて流す分水路を整備して、水害安全性の早期向



上化を図っている。平成26年度末までに11河川25箇所（一部供用を含む）、合計約200万m3の調

節池、５河川８箇所で総延長約12kmの分水路が完成した。現在、白子川や黒目川など5河川5箇

所における調節池整備が図られている。今後は、降雨強度：毎時間50ミリ超えにより生ずる洪水

は調節池により対応することを基本として、新たな目標整備水準達成に向けた調節池整備を図る。

（神田川や野川など優先度が高い9流域から順次施行。）現在、石神井川や境川など5流域におけ

る「城北中央公園調節池」や「境川金森調節池」などの5つの調節池について、平成28年度工事

着手を目指し調査・設計を進めている。 
 

 
環状七号線地下広域調節池（仮称）のイメージ 

 

神田川、石神井川及び白子川流域では、「神田川・環状

七号線地下調節池」と「白子川地下調節池」を連結し、各

流域間で調節池容量を相互活用する「環状七号線地下広域

調節池」の整備が図られている。平成37年度までには、

現在実施中のものを含める調節池等13施設を完成させ、

都内全域における調節池貯留量の約1.7倍拡大を進め、浸

水被害の軽減を図りゆく。 

 

  
 



神田川・環状七号線地下調節池（杉並区） 内径約6.4m 

 
 

 

 

 

写 真 鹿島建設㈱  

 神 田川・環状七号線 地下調節池

http://www.kajima.co.jp/news/digest/nov_2000/tokushu/toku03.htm 
 

 

河川管理手法2：護岸構築整備 

東京都東部の低地帯の河川整備では、これまで高潮や洪水による被災履歴から学んだ堤防整備

（高潮対策等）、耐震・耐水対策を図っている。一方ではこれに併せて、テラスの連続化などの

整備をし、人々が集い賑わう水辺空間の創出に努めている。 
 

 
地盤高さ別の面積分布 

 

地震・津波対策は、東日本大震災(H23.３)を踏まえて、「想定される最大級地震の発生時にお

いても各施設機能が保持され、津波等による浸水の防止」目標達成に向けた「整備計画」を策定



（H24.12）した。平成33年度までに堤防約86km、水門・排水機場等全22施設の耐震・耐水対

策を実施する。このうち、特に緊急性を要する水門外側の堤防、すべての水門・排水機場等につ

いて、2020年（平成31年度）までに完了予定している。現在、隅田川、大島川水門等で整備中

である。 
 

 
 

 

主に隅田川以東に広がる東部低地帯は、伊勢湾台風級の高潮襲来防備の観点から、堤防整備を

進める。現時点で隅田川等の主要河川についてほぼ完成して、妙見島等の未整備箇所の整備を進

める。 

また、隅田川等の主要河川では、大地震に対する安全性及び水辺環境の向上を図るようスーパ

ー堤防や緩傾斜型堤防の整備を図っている。この整備では、沿川の再開発事業等のまちづくりと

の一体的事業化に努め、先行したテラス整備を図ってジョギング、水辺散策などの環境整備を進

めている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



スーパー堤防整備 事業前 vs 事業後 

 
  

 

江東区内部河川整備 

荒川と隅田川に囲まれた特に地盤の低い江東三角地帯を大地震による護岸損壊に伴う水害から

守るため、江東内部河川のうち、西側の河川では耐震護岸の整備を進め、平常水位を低下させて

いる東側の河川では、河川環境にも配慮した河道整備を進めています。 

 

  
耐震護岸整備（大横川）             環境に配慮した整備（旧中川） 

 

水辺空間のにぎわい創出 

人々が集い、賑わいが生まれる魅力的な水辺空間を創出するように、隅田川を軸とした橋梁か

ら川沿いへのアクセス向上、テラスの連続化及び夜間照明の整備など東京湾・ベイエリアと都心

を結ぶ水辺動線の強化を図るともに、両国・築地などのエリアの重点的施策を展開中である。 

  



  河川敷地活用の隅田公園オープンカフェ（台東区花川戸）  テラス照明整備（台東区蔵前） 

隅田川テラスギャラリー 
日本橋地域の街並みなどの錦絵と地元小・中学校の卒業制作作品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区浜町地区 

                                        墨田区両国地区 

 

 

   

 
台東区今戸地区 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都建設局 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/jigyo/index.html 



 
出典：http://nihonbashi.tokyo-area.net/ 

 
 

＝時系列＝ 

江戸時代         1603年 – 1868年 

 幕末              1853年 – 1868年 

明治時代          1868年 – 1912年 

大正時代         1912年 – 1926年 

 大正関東地震       1923年(大正12年) 9/1 

昭和時代          1926年 – 1989年 

  第二次世界大戦     1939年9/1 – 1945年9/2 

 連合国軍占領下      1945年 – 1952年 

平成時代              1989年 – 現在 

 兵庫県南部地震      1995年1/17 

 東日本太平洋沖地震 2011年3/11 

 熊本地震        2016年4/16 
 


