
中小企業地域資源
活用促進法に基づく

が応援するふるさと名物
岡山県倉敷市

◎日本一の繊維のまちが生み出す
高品質な繊維製品群
◎繊維産業発展の歴史と町並みを
巡る日本遺産観光



平成30年2月28日

岡山県倉敷市

倉敷市
について

倉敷市は、西日本の瀬戸内海に面し、瀬戸大橋が架かる岡山県南に位
置しています。
倉敷美観地区の美しい町並みや、鷲羽山から見る瀬戸内海の美しい景

観で、国内外から年間約560万人が訪れる観光地として知られています
が、水島コンビナートが立地する国内有数の工業のまち、ジーンズ・学
生服等の生産が盛んな繊維のまち等、個性と魅力に富んだ都市です。
その歴史は、今から400年前、瀬戸内海を干拓して綿花を植えたこと

から始まりました。綿花栽培は繊維産業へとつながり、地域経済発展の
大きな礎となりました。また、その富は、本市の歴史的町並みの形成や、
まちの文化的発展にも影響を与え、伝統と近代性の融合する都市として、
国内外で高い評価を受けています。

＜面積＞約355ｋ㎡
＜人口＞約48万4千人

（平成30年1月末時点）

岡山県

倉敷市



◆日本一の繊維のまちが生み出す高品質な繊維製品群
倉敷市では、綿花やイ草の栽培から織物業が興り、撚糸・製織・染色・縫製・加工等、

各生産行程に特化した事業者の集積する繊維産地が形成されました。
江戸時代は真田紐、明治時代は足袋・イ草製品・畳縁、大正時代は学生服・帆布、昭

和・平成時代は作業服・ジーンズと、長い間連綿と受け継がれてきた高い技術は多彩な
繊維製品群を生み出し、多くが国内のトップシェアを誇っています。事業者の絶え間な
い努力の結果、倉敷市は繊維工業の製造品出荷額等が日本一※の繊維のまちとして発展
し続けています。 ※「平成28年経済センサス-活動調査」市区町村編データより

ふるさと名物の内容

ふるさと
名物

＜真田紐＞ ＜畳縁＞ ＜イ草製品＞

＜地下足袋＞ ＜作業服＞ ＜学生服＞

＜緞通＞＜ノッティング＞

＜ジーンズ＞＜帆布製品＞



◆繊維産業発展の歴史と町並みを巡る日本遺産観光
繊維産業は、倉敷を世界に誇る高品質な繊維製品を生み出す「日本一の繊維のまち」

へと成長させるとともに、その発展の軌跡の中で形作られた伝統的な商家群と、近代化
を象徴する明治時代以降の洋風建築が調和する町並みを創り出す礎となりました。美し
い町並みを散策すると、和と洋が織りなす倉敷市の歴史文化とその魅力を感じることが
できます。
平成29年4月、繊維産業発展と町並み形成のストーリーが「日本遺産」に認定された

ことを受けて、市では日本遺産を一つの切り口に観光振興の取組を進めています。
日本遺産の構成文化財や、繊維製品の歴史を学び・体験できる施設、製造現場見学施

設やジーンズショップが多く連なる「児島ジーンズストリート」等の観光スポットを日
本遺産のストーリーでつないでＰＲし、国内外の観光需要創出を図っています。

ふるさと名物の内容

ふるさと
名物

＜むかし下津井回船問屋＞＜倉敷美観地区＞ ＜児島ジーンズストリート＞



◆繊維生地・アパレル製品・糸・イ草製品とその生産技術
江戸時代の真田紐や小倉織の生産を通じて伝統産業として育まれた撚糸や織り、縫い

等の技術は、足袋から始まり、生活様式の変化により学生服・作業着等の多彩な衣料品
製造へと展開します。
大正時代以降の洋装化により学生服が急速に普及し、昭和初期に国内市場の7割を占

めるまでになりました。足袋や学生服の曲線や厚物生地を縫う技術を生かして、1965年
に初の国産ジーンズを生産。使用・洗濯による生地の変化に対する経験的な知識、職人
の細部にこだわるものづくりの精神と絶え間ない技術の研鑽により、日々高品質な繊維
製品が生み出されています。

ふるさと名物の内容

江戸
小倉
帯地

＜繊維産業の変遷＞

明治

大正

昭和

平成

染色織布

縫製 加工

撚糸

卸・小売

＜繊維関連事業者の集積＞

川上（繊維・生地）

川中（製造）

川下（流通・販売）

主な
地域資源

足袋

綿 イ草

花筵
イ草
製品

緞通
畳縁

学生服

ジーンズ

帆布
製品

真田紐

作業服

あつし

厚司



◆倉敷の町並み
白壁土蔵のなまこ壁に、軒を連ねる格子窓の町家、川面に映る柳並木。倉敷川を中心

とする倉敷美観地区一帯は、情緒豊かな町並みが広がっています。干拓され、江戸時代
に綿等の物資を輸送するための集積地として栄えた後、明治以降、紡績業で財を成した
大原家によって、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」や、倉敷紡績所跡地を
活用した複合交流施設「倉敷アイビースクエア」、民芸文化を紹介する「倉敷民藝館」
等が設立され、町並みの保存と活用が図られました。
江戸期の白壁商家群に、「倉敷館」 や「大原美術館」等の近代の洋風建築がうまく

溶け込んだ独特の美しい景観を求めて、年間約380万人が訪れる国内有数の観光地と
なっています。

ふるさと名物の内容

主な
地域資源

＜倉敷美観地区＞ ＜倉敷アイビースクエア＞ ＜大原美術館＞



◆ジーンズ・帆布の製造展示所
繊維関連事業者の集積する児島エリアには、繊維製品の工場だけでなく、生産現場

を見学したり、製造工程を学び・体験できる施設、商品を手に取って購入することが
できる施設が多くあります。
帆布製品やジーンズの工場併設店舗、国産ジーンズ発祥と発展の歴史を学べる

「ジーンズミュージアム」のほか、学生服の歴史を体感できる「児島学生服資料館」
や、学生服メーカーによる学生服の常設展示・販売施設、畳縁の展示販売・体験施設
もあります。また、工場見学についても、学生服業界では市内小学生等を多く受け入
れており、ジーンズや畳縁等の工場も、見学を受け入れている施設が複数あります。
児島エリアには、繊維産業に触れることのできる施設がいくつもあり、近年は国内

だけでなく、海外からも多くの観光客が訪れています。

ふるさと名物の内容

主な
地域資源

＜帆布工場＞＜ジーンズミュージアム＞ ＜児島学生服資料館＞



◆繊維産業人材育成事業
企業内に体系的・計画的な人材育成制度がなく、

技術継承の問題や専門的分野の人材不足に対応でき
ないという課題に対応するため、倉敷ファッション
センター(株)を通じて各種研修（パターンメイキン
グ・マーケティング・企画・品質管理等）を支援。

◆倉敷ファッションフロンティア
若手デザイナーの企画力や技術力、産地の認知度

向上及び人材確保を目的に、全国の学生や企業デザ
イナー等からデザイン画を公募するファッションデ
ザインコンテストを実施。

◆ジュニアジーンズソムリエ
繊維産業の将来を担う人材の確保に向けた取り組

みとして、市内等の小学生を対象に、ジーンズを題
材として、市の繊維産業を学ぶ出前講座やテキスト
配布を実施。

倉敷市の取組

市の
取組

担い手の
確保・育成



◆倉敷市児島産業振興センターの運営
創業者支援を目的とした繊維・デザイン関連事業者

向けのインキュベーション施設を運営。
貸し事務室・デザイナーズインキュベーションを７

室設置するほか、工業用ミシンのあるワークスペース、
繊維産業ＰＲスペース等で構成。インキュベーション
マネージャーを常駐させ、創業・事業相談も行う。

◆デニム・ジーンズ創業者支援講座
デニム・ジーンズ関連の職人や創業を目指す人を対

象に、起業・ブランド構築に関する講座や、ジーン
ズを製作する縫製実習、デニム織布技術・洗い加
工・縫製技術等を学ぶ工場見学ツアーを実施。

倉敷市の取り組み

◆倉敷市ファッションセンターの運営
繊維技術の検査施設「繊維技術センター」や展示商

談会ホール、繊維産業事業者を中心としたテナント事
務所部分等の建物の管理運営業務のほか、繊維産業人
材の育成、繊維産業に関する業界と国や関係機関との
調整、産地への最新情報の提供等の業務を担う。

市の
取組

創業支援

産地支援



◆国内外への販路開拓支援
繊維製品の販路開拓・マーケティング支援を目的に、

見本市出展や展示即売会の開催、バイヤー招聘による
市内での商談会等を実施。
国内開拓支援に加えて、フランス・パリでのショー

ルーム開設によるテストマーケティング支援や、ドイ
ツ・ベルリンでのデニム関連見本市への市ブース出展、
タイ・バンコクの有名百貨店での展示即売会等、市内
事業者の海外販路展開を力強く支援。

倉敷市の取組

市の
取組

販路開拓
支援

＜パリの倉敷市ショールーム＞

＜国内見本市への倉敷市ブース出展＞＜タイ百貨店での展示即売会＞ ＜海外バイヤーアパレル商談会＞



◆情報発信・プロモーション
フランス・パリにおいて繊維製品のトップセールス

や、ファッションショー、ポップアップショールーム
開設等、繊維製品のプロモーションを実施。
また、日本遺産観光の促進に向けて、国内の観光展

示会や各種イベント等への日本遺産ブースの出展、日
本遺産アプリや繊維産業の技術に特化したＰＲサイト
等での情報発信を実施。

倉敷市の取組

市の
取組

情報発信
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

＜繊維産業ＰＲサイト＞

＜フランス・パリでのプロモーション＞ ＜日本遺産プロモーション＞



倉敷市の取組

◆倉敷市日本遺産推進協議会
日本遺産に認定されたことを受けて、観光や

繊維産業の振興等、地域活性化の取組を進める
ため、歴史文化・経済・観光等の関係団体と行
政で構成する協議会を設立。
協議会の事務局として、市内部に文化財保

護・観光・商工・情報発信・建設等の組織横断
型の日本遺産推進室を設置。セクションを超え
た連携による取組の促進を図っている。

◆くらしきコットンプロジェクト
「倉敷市」50周年記念事業として、市民等

に綿花栽培から繊維産業が発展した歴史を知っ
てもらうため、市民に種を配布し、市内の小学
校や家庭、地域で育てた綿でジーンズを製作す
るプロジェクトを実施。種植え・収穫体験や工
場見学ツアー、デニム特産品アイデアコンテス
ト等もあわせて実施。

市の
取組

市民協働

官民連携



地域の取組

◆高梁川流域「産地連携」推進事業
（高梁川流域圏広域連携事業）
高梁川流域圏内の他の繊維産地との交流を促進し、

産地の強みを活かした連携による事業展開につなげ、
産業競争力の強化を図ることを目的に、産地間交流を
図るフォーラムや産地共同での首都圏プロモーション、
商談会等を実施。

◆ジーンズソムリエ認定制度
（倉敷ファッションセンター(株)・岡山県アパレル工業組合）
ジーンズに関する深い知識を有し、その魅力や価値

を正しく伝えられる人材、ジーンズ選びのアドバイザー
の育成を目的とした試験認定試験を2013年より実施。
現在までにメーカーや小売担当者等、1899名が合格し、
ジーンズの魅力を広く発信している。

地域の
取組

産地連携

人材育成

◆学生服業界の取組
平成３0年に倉敷市での生産開始100周年を迎える学

生服業界では、本市を通じて水球日本代表のオフィ
シャルスーツを提供したり、同じふるさと名物である
デニムを使用した色落ちしにくいブレザーの開発など、
多様化する市場において、新たな魅力や価値の創造に
向けた取組を進めている。

産地ＰＲ



岡山県倉敷市
倉敷市の繊維産業の発展が、歴史的町並みの形成や地域経済発展の

大きな礎となったというストーリーが、平成29年4月に国の日本遺産に
認定されました。
繊維産業を素地とするまちの営みが脈々と受け継がれている魅力を

生かし、現在市では、官民連携のもと、郷土へ愛着と誇りの醸成、次
代を担う人材育成、国内外への発信による観光や繊維産業の振興等の
地域活性化に取り組んでいるところです。
このたび、日本遺産のストーリーを背景とした、日本一の繊維のま

ちが生み出す高品質な繊維製品群、そして繊維産業発展の歴史と町並
みを巡る日本遺産観光を「ふるさと名物」として応援し、さらなる地
域の魅力向上と活力創出につなげていくことをここに宣言します。

平成30年2月28日
倉敷市長 伊 東 香 織
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