
これまでの取組実績 

 
2020.7.31時点 

時 期 内  容 関係局 

2020.6.24～30 夕張観光物産展 産業労働局 

2019.6.19～25 夕張観光物産展 産業労働局 

2019.4.1～ 主査派遣 総務局 

2018.11.14～16 ｢産業交流展2018｣に夕張市より出展 産業労働局 

2018.10.13～11.2 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

2018.6.27～7.3 夕張観光物産展 産業労働局 

2018.4.1 

～2019.3.31 

主幹派遣 総務局 

2018.2.16～3.15 都営地下鉄車内、駅構内に夕張ＰＲポスターを掲出 交通局 

2017.11.15～17 ｢産業交流展2017｣に夕張市より出展 産業労働局 

2017.10.10～13 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

2017.8.1 

～2019.3.31 

理事派遣 総務局 

2017.7.24～8.10 「高校生夕張キャンプ」への都立高校生等の派遣 教育庁 

2017.6.21～27 夕張観光物産展 産業労働局 

2017.4.1 

～2018.3.31 

主幹派遣 総務局 

2017.3.13～15 東京消防庁職員の出張による技術指導 東京消防庁 

2017.2.1～3.2 都営地下鉄車内、駅構内に夕張ＰＲポスターを掲出 交通局 

2016.10.31～11.2 ｢産業交流展2016｣に夕張市より出展 産業労働局 

2016.7.25～8.9 「高校生夕張キャンプ」への都立高校生等の派遣 教育庁 

2016.6.22～28 夕張観光物産展 産業労働局 

2016.4.1 

～2017.3.31 

主幹派遣 総務局 

2016.2.1～2.28 都営地下鉄車内、駅構内に夕張ＰＲポスターを掲出 交通局 

2015.11.18～20 ｢産業交流展2015｣に夕張市より出展 産業労働局 

2015.9.14～15 「アーティスト・イン・夕張プログラム」の実施 生活文化局 

2015.7.21～8.17 「高校生夕張キャンプ」への都立高校生等の派遣 教育庁 

2015.7.16 

～2017.7.31 

理事派遣 総務局 

2015.6.17～23 夕張観光物産展 産業労働局 

2015.4.1 

～2016.3.31 

主幹派遣 総務局 

2015.1.23 

～2.21 

都営地下鉄車内、駅構内に夕張ＰＲポスターを掲出 交通局 

2014.11.10～13 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

2014.11.19～21 ｢産業交流展2014｣に夕張市より出展 産業労働局 
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2014.11.17 

～12.18 

東京消防庁と夕張市消防本部との相互研修事業を実施 東京消防庁  

2014.11.15 「高校生書評合戦首都大会2014」に夕張市の高校生が参加 教育庁  

2014.8.22～8.24 ｢アーティスト・イン・夕張プログラム｣の実施 生活文化局  

2014.7.22～8.17 ｢高校生夕張キャンプ｣への都立高校生等の派遣 教育庁  

2014.6.25～7.1 全国観光ＰＲコーナーでの物産展 産業労働局  

2014.4.1 

～2015.3.31 

主幹派遣 知事本局 

2014.2.24～2.28 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

2014.1.26～3.2 都営地下鉄車内、駅構内に夕張ＰＲポスターを掲出 交通局 

2014.1.14～2.18 東京消防庁と夕張市消防本部との相互研修事業を実施 東京消防庁  

2013.11.23 「高校生書評合戦首都大会2013」に夕張市の高校生が参加 教育庁  

2013.11.10 平成２５年度「市場まつり（豊島市場）」で夕張市ＰＲコーナーを設置 中央卸売市場  

2013.10.30～11.1 ｢産業交流展2013｣に夕張市より出展  産業労働局  

2013.10.6～8 「ふるさと４７ビレッジ－ふるさとマーケット－」で特産品を販売 スポーツ振興局 

2013.10.5～6 「北海道フェアin代々木」にあわせ 

「ゆうきとがんばり」を都立代々木公園売店で販売 

建設局  

2013.7～ 「ゆうきとがんばり」を都立病院売店４店で販売開始 病院経営本部 

2013.7～2013.9  ｢高校生夕張キャンプ2012｣参加校作成の夕張ＰＲポスターを職員食堂、都

庁展望室、全国観光ＰＲコーナー、東京観光情報センターに掲出  

・総務局 

・財務局 

・産業労働局 

2013.7.23～8.18 ｢高校生夕張キャンプ｣への都立高校生等の派遣 教育庁  

2013.7.22～8.20 ｢アーティスト・イン・夕張プログラム｣の実施 生活文化局  

2013.7.24 タイヤロック等の貸与及び滞納整理実務意見交換会 主税局  

2013.7.16 

～2015.7.15 

理事派遣 知事本局  

2013.6.26～7.2 全国観光ＰＲコーナーでの物産展 産業労働局  

2013.6.17～21 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局  

2013.5.17～6.9 夕張の石炭展示 生活文化局  

2013.4.1 

～2014.3.31 

主幹派遣 知事本局  

2013.2.21～25 ｢アーティスト・イン・夕張プログラム｣完成作品の上映  生活文化局  

2013.2.18～22 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局  

2013.1.15～2.18 東京消防庁と夕張市消防本部との相互研修事業を実施 東京消防庁  

2012.12.2 

～2013.1.13 

都営地下鉄における夕張観光ＰＲについて 交通局 

2012.11.20～22 ｢産業交流展2012｣に夕張市より出展  産業労働局  

2012.11.4 都営フェスタ2012ｉｎ三田線にて夕張関連CD販売 交通局  
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2012.10.24～31 公営住宅の債権回収ノウハウについて意見交換 都市整備局  

2012.8.7～9.3 ｢アーティスト・イン・夕張プログラム｣の実施 生活文化局  

2012.8.30 夕張市に対する都営バスの譲渡 交通局  

2012.7.23～8.20 ｢高校生夕張キャンプ｣への都立高校生等の派遣 教育庁  

2012.6.27～7.2 全国観光ＰＲコーナーでの物産展 産業労働局 

2012.6.27～7.2 「炭鉱遺産写真展 炭鉱（やま）の風景」の開催 生活文化局  

2012.6.18～22 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局  

2012.4.1  

～2013.3.31 

主幹派遣 知事本局  

2012.3.23～ ウェブサイト「東京の観光」にて夕張紹介ページを掲載 産業労働局 

2012.3～ 「ゆうきとがんばり」を八丈島空港ターミナル、有明客船ターミナルで販売開

始 

港湾局 

2012.2.25 夕張国際映画祭ヘブンアーティスト派遣 生活文化局  

2012.2.20～24 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

2012.2.20～22 水道料金徴収率UPの方法について意見交換 水道局 

2012.1.11～2.16 東京消防庁と夕張市消防本部との相互研修事業を実施 東京消防庁 

2012.1.10～ 夕張ＰＲポスターを職員食堂、都庁展望室、全国観光ＰＲコーナー、 東京

観光情報センターに掲出 

・財務局 

・産業労働局 

2012.1.1～ 「ゆうきとがんばり」を都営地下鉄売店56店で販売開始  交通局  

2011.12.15～ 都営地下鉄車内、駅構内にＰＲポスターを無償で掲出 交通局  

2011.12.15～ 夕張観光ＰＲ冊子等を都営地下鉄主要駅で配布  交通局  

2011.12.12 工業団地を都内企業に紹介  産業労働局  

2011.12.7～9 公営住宅の滞納額縮減策について意見交換  都市整備局  

2011.11.28～30 商工・観光分野について意見交換  産業労働局  

2011.11.14 ネーミングライツ募集を都内企業に紹介  産業労働局  

2011.11.7 ユーパロの湯事業者募集を都内企業に紹介  産業労働局  

2011.11.5 都営交通１００周年記念フェスタin浅草線にて夕張関連DVDを販売  交通局  

2011.11.1～ 「ゆうきとがんばり」をつくばエクスプレス駅売店9店で販売開始 都市整備局  

2011.10.26～28 産業交流展にて工業団地を紹介  産業労働局  

2011.10～ 「ゆうきとがんばり」を都立広尾病院売店で販売開始  病院経営本部  

2011.9.16 債権管理の方法について情報交換  主税局  

2011.8.23～25 「夢のみち」イベントにおいて物産展  建設局  

2011.8.9 「ゆうきとがんばり」を第二庁舎コンビニエンスストアで販売開始  財務局  

2011.8.1 夕張市消防本部との連絡窓口の設置 東京消防庁  

2011.8.1 ～

2012.3.31 

主幹派遣 知事本局  

2011.7.1 ～

2013.7.15 

理事派遣 知事本局 
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2011.6.15～20 全国観光ＰＲコーナーでの物産展 産業労働局  

2011.6.6～10 都職員夕張市派遣研修の実施 総務局 

 


