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要  望  書  
 

「和装(きもの文化)」のユネスコ無形文化遺産登録の実現について 
 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、私どもは、日本の伝統的衣装文化である「きもの文化」のユネスコ無形

文化遺産登録を目指して活動してまいりました。 

 去る 2月 22 日に文化庁において報道発表されました資料によりますと、和装

を含む生活文化について、「我が国の文化の中で共有され、受け継がれてきた無

形文化遺産として位置づけるための調査研究を行い、(ユネスコへの)提案対象

とすることを検討すべき」「保護措置や提案の内容等について、関係団体等の協

力も得ながら、十分に検討することが必要である。」との当面の対応が示されま

した。＊（ ）は当方で加筆 

 つきましては、「きもの文化」のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、関係団

体が一体となって要望いたしますので、生活文化である和装の調査研究とその

検討について、一早くお取り組みいただきますよう、格別のご配慮をお願い申

し上げます。 

 なお、「きもの文化」のユネスコ無形文化遺産登録に関する提案書及び現時点

の賛同団体一覧を添付させていただきましたので、ご高覧いただければ幸いで

す。 

謹白 

  

 平成２９年５月２９日 

 

一般財団法人 大日本蚕糸会 会  頭  小林 芳雄 

一般社団法人 全日本きもの振興会 会 長  野瀬 兼治郎 

一般社団法人 日本絹人繊織物工業会 会  長  渡邉 隆夫 

公益財団法人 京都和装産業振興財団 理事長  池田 佳隆 

全国染色協同組合連合会 理事長  池田 佳隆 

全国染織連合会 会 長  竹鼻  進 

全国和装学院連絡会 会  長  市田 ひろみ 

全日本和裁連絡協議会 会 長  手島 明彦 

特定非営利活動法人 和装教育国民推進会議  議  長   近藤 典博 

日本きもの連盟 会  長  奥山  功 

参考資料２
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２９．５．２４現在

＜業界団体など＞ （都道府県の建制順、五十音順）

No 団体名 都道府県 住   所

1 一般社団法人日本和裁士会　札幌支部 北海道 北広島市北進町 3-5-7

2 福島県絹人繊織物構造改善工業組合 福島県 伊達郡川俣町大字鶴沢字馬場 6-3   

3 福島県織物同業会 福島県 伊達郡川俣町大字鶴沢字馬場 6-3   

4 茨城県本場結城紬織物協同組合 茨城県 結城市大字結城 3018-１

5 本場結城紬卸商協同組合 茨城県 結城市大字結城 1360-1

6 栃木県絹人繊織物工業組合 栃木県 足利市鹿島町 693-9

7 栃木県本場結城紬織物協同組合 栃木県 小山市福良 2358　栃木県産業技術センター・紬織物技術支援センター内

8 桐生織物協同組合 群馬県 桐生市永楽町 5-1

9 桐生織物工業組合 群馬県 桐生市永楽町 5-1

10 伊勢崎織物工業組合 群馬県 伊勢崎市曲輪町 31-1

11 秩父銘仙協同組合 埼玉県 秩父市熊木町 28-1　ちちぶ銘仙館内

12 一般財団法人きものの森 東京都 渋谷区千駄ケ谷 5-27-3

13 東京織物卸商業組合 東京都 中央区日本橋堀留町 1-9-6

14 日本織物中央卸商業組合連合会 東京都 中央区日本橋堀留町 1-9-6

15 東京呉服専門店協同組合 東京都 中央区日本橋蛎殻町 1-32-9

16 全日本和裁連絡協議会 東京都 中央区銀座 7-14-3 松慶堂ビル002

17 一般財団法人大日本蚕糸会 東京都 千代田区有楽町 1-9-4 

18 中央蚕糸協会 東京都 千代田区有楽町 1-9-4 蚕糸会館6階

19 一般社団法人日本絹人繊織物工業会 東京都 千代田区九段北 1-15-12

20 日本絹人繊織物工業組合連合会 東京都 千代田区九段北 1-15-12

21 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 東京都 港区赤坂 8-1-22 赤坂王子ビル 2階

22 村山織物協同組合 東京都 武蔵村山市本町 2-2-1

23 黄八丈織物協同組合 東京都 八丈島八丈町樫立 346-1

24 横浜染物組合 神奈川県 横浜市南区二葉町 3-20　近江屋内

25 五泉織物工業協同組合 新潟県 五泉市横町 3-2-20

26 小千谷織物同業協同組合 新潟県 小千谷市城内 1-8-25　

27 NPO法人和の未来 岐阜県 岐阜市真砂町 10-8

28 装賀きもの学院 岐阜県 岐阜市真砂町 10-8

29 石川県牛首紬生産振興協同組合 石川県 白山市白峰ヌ 17

30 山梨県絹人繊織物工業組合 山梨県 富士吉田市上吉田 1401-4

31 長野県織物工業組合 長野県 駒ケ根市東町 2-29　久保田織染工業(株)内

32 愛知県絞工業組合 愛知県 名古屋市緑区有松 3405

33 有松絞商工協同組合 愛知県 名古屋市緑区有松 3008

「きもの文化」のユネスコ無形文化遺産登録に賛同いただいた団体
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34 名古屋織物卸商業組合 愛知県 名古屋市中区錦 1-8-18　錦ハーモニービル4階

35 (株)小林豊子着物学院 愛知県 名古屋市中区錦 3-7-13 栄錦ビル3階

36 名古屋友禅黒紋付協同組合連合会 愛知県 名古屋市西区万代町 1-28

37 鳴海絞商工協同組合 愛知県 名古屋市緑区鳴海町字作町 49　(資)堀田商店内

38 三重県組紐協同組合 三重県 伊賀市四十九町 1929-10　伊賀くみひもセンター内

39 滋賀県絹人繊織物工業組合 滋賀県 長浜市祇園町 871

40 浜縮緬工業協同組合 滋賀県 長浜市祇園町 871

41 京都刺繍協同組合 京都府 京都市北区紫竹上本町 32-3

42 西陣整経同業組合 京都府 京都市上京区上立売通小川西入御三軒町 27-1

43 西陣織物産地問屋協同組合 京都府 京都市上京区智恵光院通五辻上ル五辻町 69-6

44 西陣織工業組合 京都府 京都市上京区堀川通今出川南入竪門前町 414　西陣織会館７階

45 京くみひも工業協同組合 京都府 京都市上京区智恵光院通中立売上る新白水丸町 462-4

46 京都原糸商協同組合 京都府 京都市上京区堀川通今出川南入竪門前町 414　西陣織会館７階

47 京都金銀糸工業協同組合 京都府 京都市上京区五辻通浄福寺東入一色町 2-4

48 西陣意匠紋紙工業協同組合 京都府 京都市上京区五辻通大宮西入五辻町 48

49 京都府撚糸工業組合 京都府 京都市上京区堀川通今出川南入竪門前町 414　西陣織会館７階

50 公益社団法人日本図案家協会 京都府 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-１

51 京都服飾デザイナー協会 京都府 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1 京都市勧業館内KYOオフィス

52 京都織物小売協同組合 京都府 京都市中京区三条通新町西入釜座町 22　ストークビル三条烏丸2階

53 京染卸商業組合 京都府 京都市中京区西堀川通三条下る

54 京鹿の子絞振興協同組合 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

55 京都織物卸商業組合 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル1階

56 一般社団法人全日本きもの振興会 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル1階

57 和装学院振興協議会 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル1階

58 京都和装元卸協同組合 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル1階

59 京都プリント振興協会 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル1階

60 公益財団法人京都和装産業振興財団 京都府 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 540　丸池藤井ビル１階

61 京都引染工業協同組合 京都府 京都市中京区小川通御池下る壺屋町 457-2　西村ビル301号

62 日本和装師会 京都府 京都市中京区河原町押小路上る一之舟入町 384　京都ホテルオークラ北側 市田美容室内

63 服部和子きもの学院 京都府 京都市中京区柳馬場下ル柳八幡町 75-6　LS京都ビル4階

64 京友禅協同組合連合会 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

65 京都手描友禅協同組合 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

66 京都友禅蒸水洗工業協同組合 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

67 京都染色補正工業協同組合 京都府 京都市中京区醒ヶ井通四条上る藤西町 594

68 京都工芸染匠協同組合 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

69 全国染色協同組合連合会 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

70 全国染織連合会 京都府 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 481 京染会館5階

71 日本きもの連盟 京都府 京都市下京区高辻通烏丸東入 スピードビル2階
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72 全国和装学院連絡会 京都府 京都市下京区高辻通烏丸東入 スピードビル2階

73 特定非営利活動法人和装教育国民推進会議 京都府 京都市下京区高辻通烏丸東入 スピードビル2階

74 京都染呉服振興会 京都府 京都市下京区高辻通油小路東入る　永養寺町236番地

75 京都友禅協同組合 京都府 京都市下京区新町通四条下ル四条町 349

76 京都百貨店協会 京都府 京都市下京区四条通河原町西入真町 52　高島屋京都店内

77 日本きものシステム協同組合 京都府 京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181 第5キョートビル内

78 京都府和裁協同組合 京都府 京都市右京区西院西高田町 9-18　さわらぎ事務所内

79 京都組紐卸協同組合 京都府 京都市右京区宇多野御池町 40　島本会計税務事務所内

80 一般財団法人京都伝統工芸産業支援センター 京都府 南丹市園部町小山東町二本松１番地の１

81 学校法人二本松学院〈専〉京都伝統工芸大学校 京都府 南丹市園部町二本松1-17　

82 丹後織物工業組合 京都府 京丹後市大宮町河辺 3188

83 協同組合関西ファッション連合 大阪府 大阪市中央区瓦町 2ｰ6-9

84 株式会社京都きもの学院 大阪府 大阪市東淀川区東中島 1-20-12

85 全国呉服専門店協同組合 兵庫県 神戸市灘区篠原中町 6-2-13

86 神戸呉服専門店協同組合 兵庫県 神戸市灘区篠原中町 6-2-13

87 松江呉服専門店会 島根県 松江市末次本町6　㈱影山呉服松江店内

88 博多織工業組合 福岡県 福岡市博多区奈良屋町 5-10　

89 都城絹織物事業協同組合 宮崎県 都城市天神町 3-6　㈱東郷織物内

90 本場大島紬織物協同組合 鹿児島県 鹿児島市卸本町 4-7

91 鹿児島県絹織物工業組合 鹿児島県 鹿児島市下荒田 1-26-20　

92 鹿児島県本場大島紬協同組合連合会 鹿児島県 奄美市名瀬港町 15-1

93 公益財団法人奄美群島地域産業振興基金協会 鹿児島県 奄美市名瀬港町 15-1 

94 那覇伝統織物事業協同組合 沖縄県 那覇市首里桃原町 2-64

95 宮古織物事業協同組合 沖縄県 宮古島市上野字野原 1190-188

＜地方自治体・関係機関など＞ （都道府県の建制順、五十音順）

No 団体名 都道府県 住   所

1 山形県鶴岡市 山形県 鶴岡市馬場町 9-25

2 山形県米沢市 山形県 米沢市金池 5-2-5

3 結城商工会議所 茨城県 結城市結城 531

4 茨城県結城市 茨城県 結城市大字結城 1447

5 栃木県足利市 栃木県 足利市本城 3-2145

6 栃木県小山市 栃木県 小山市中央町 1-1-1

7 群馬県伊勢崎市 群馬県 伊勢崎市今泉町 2-410

8 群馬県桐生市 群馬県 桐生市織姫町 1-1

9 群馬県前橋市 群馬県 前橋市大手町 2-12-1

10 東京都新宿区 東京都 新宿区西新宿 6-8-2 BIZ新宿4階 

11 東京都武蔵村山市 東京都 武蔵村山市本町 1-1-1
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12 新潟県五泉市 新潟県 五泉市太田 1094-1

13 新潟県南魚沼市 新潟県 南魚沼市六日町 180-1

14 新潟県十日町市 新潟県 十日町市千歳町 3-3

15 長野県駒ケ根市 長野県 駒ヶ根市赤須町 20-1

16 滋賀県長浜市 滋賀県 長浜市八幡東町 632

17 京都府 京都府 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

18 公益財団法人京都伝統産業交流センター 京都府 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-１ 京都市勧業館内

19 公益財団法人京都市生涯学習振興財団 京都府 京都市中京区聚楽廻松下町 9-2　京都市生涯学習総合センター

20 京都府京都市 京都府 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488

21 京都商工会議所 京都府 京都市中京区烏丸通夷川上ル

22 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 京都府 京都市下京区中堂寺粟田町91　京都リサーチパーク9号館南棟

23 京都府宮津市 京都府 宮津市字柳縄手 345-1

24 京都府織物・機械金属振興センター 京都府 京丹後市峰山町荒山 225

25 京都府京丹後市 京都府 京丹後市網野町網野 353-1

26 京都府与謝野町 京都府 与謝郡与謝野町字岩滝 1798-1

　※上記は、賛同の回答をいただいた団体のうち、京都染織青年団体協議会構成団体（3団体)を除く団体名を記載
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