子どものすこやかな育ちを企業も応援！
鳥取県家庭教育推進協力企業とは？
学校行事への参加を推奨するなどの子育てしやすい職場環境づくりや、子どもた
ちの様々な活動の支援などに取り組むことで、家庭教育を応援していただく企業です。

協力企業の取組について

次の❶～❹に掲げる項目のうち、２つ以上に取り組んでいただきます。

❶学校へ行こう
.........................................

❷仕事を語ろう、仕事を見せよう
.........................................

❸子どもの体験活動を広げよう
.........................................

❹我が社の子育て支援を進めよう
.........................................

参観日や学校行事等に参加しや
すい職場環境づくりの取組

子どもたちによる親の職場訪問
や学校への出前授業、学校行事
の支援となる取組

親子や家族で参加する自然体験
活動や地域貢献活動、職場行事
の取組

① ～ ③ に 準 じ た「 子 育 て 支 援 」
に向けた取組

平成 29 年度に新たに登録された協力企業
●株式会社テレプラザ （米子市）

●株式会社 勝原製作所 （鳥取市）

●株式会社エクス・プラン （米子市）

＊ＮＴＴドコモのスマートフォン・タブレット等の販
売及び故障修理等

＊金属プレス加工・レーザー・板金加工・エクステリア製品の企画・製造・販売

＊建築設備設計

●第一生命保険株式会社鳥取支社 （鳥取市） ●株式会社ＪＡいなば燃料センター （鳥取市）
＊金融・保険業

●社会福祉法人あすなろ会 （鳥取市）
本部事務局・あすなろ保育園・河原あすなろ・ケアハ
ウスあすなろ・気高あすなろ・小規模多機能施設あす
なろげん太くん・高草あすなろ・鳥取湖南デイサービ
スセンター・鳥取市介護老人保健施設やすらぎ・鳥取
西デイサービスセンター・白兎あすなろ・白兎保育園・
久松保育園・松の聖母学園・美和あすなろ 岩井あす
なろ（岩美町） わかさ・あすなろ（若桜町）

＊金融業

＊情報サービス・印刷

●大同警備保障有限会社 （米子市）

●株式会社エッグ （米子市）

＊警備業、消防設備業、電気工事業

＊情報サービス業

●株式会社 興洋工務店 （鳥取市）

●ケイビーシー株式会社 （鳥取市）

＊建設業

＊製造業

●有限会社 村島工業 （鳥取市）

●株式会社三善 （鳥取市）

＊建設業

＊製造業（みそ・しょうゆ・漬物・麹の製造・販売）

●エレックス株式会社 （米子市）

●有限会社アーキテック （鳥取市）
＊専門・技術サービス業

●株式会社 中海葬儀社 （米子市）

＊医療・福祉（訪問看護）

＊建設業

＊葬祭業

●株式会社 白鳳 （米子市）

●有限会社 島津組 （米子市）

●日ノ丸ハイヤー株式会社 （鳥取市）

＊飲食、小売、温浴業

＊建設業

＊タクシーによる運送業

●喜満フーズ有限会社 （境港市）

●株式会社 赤松商会 （鳥取市）

●三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社（鳥取市）
＊電気機械器具製造業

＊飲食業

＊建設業（電気工事）

●鈴長物流有限会社 （鳥取市）

●有限会社ウエスト興業八頭 （鳥取市） ●鳥取県土地改良事業団体連合会 （鳥取市）

＊運送業

＊建設業、林業、運送業

＊農業農村整備事業に関する測量・調査、設計・積算、
施工管理、施設情報整備、換地等の技術支援

●有限会社 西山商店 （米子市）

●ダイニチ技研株式会社 （大山町）

●有限会社 ひよこカンパニー （八頭町）

＊運送業

＊建設コンサルタント

＊養鶏 ･ 菓子製造販売

●株式会社 nido （鳥取市）

●有限会社セイク設計 （琴浦町）

●株式会社 クリエイティブサポート （米子市）

＊エクステリア商品の企画・販売

＊建築設計

＊学習塾、フィットネスクラブ

●リバードコーポレーション株式会社 （鳥取市） ●株式会社 平設計 （米子市）

●株式会社ノーブルライフ （大山町）

＊卸売業

＊老人福祉介護事業

＊建築設計監理

【問合せ先】

鳥取県教育委員会事務局 小中学校課

詳しくは、ホームページをご覧ください。

TEL（0857）26-7521 FAX（0857）26-8170

鳥取家庭教育企業

へ～！すご～い！大山がひときわ注目されるんだね！

ルゥ
へぇ～

５月 20 日（日）には平安時代に始まった大山寺の祈願法
要にならい、神輿とともに、1300 年祭を祝う時代行列が
行われるよ。それ以降も、大山周辺ではさまざまな祭りや
イベントが目白押し！

？？

おいしいものも味わ
えるのかな？

ルゥ

大山山麓の味覚、水と食の豊かさを堪能できる、記念料理・おもてなし
料理の数々が西部のホテルやお店で味わえるみたいだよ！
大山開山の歴史を学びながら、食も満喫しなきゃね♪
※マナビィ：生涯学習のマスコット
※マナベルゥくん：鳥取県を愛してやまない好奇心旺盛のカレールゥ

ルゥ
楽しみ～♪
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〈企画・編集〉鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

ルゥくん、今年は鳥取県の名峰「大山」が開山 1300 年を迎えるよ。
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〒 680-0846 鳥取市扇町２１番地
TEL（0857）21-2331 FAX（0857）21-2267
E メール manabi@fureaikaikan.jp

マナビィ と マナベ ルゥ くんの〝へ～ ふ～ん そうだったのか″コーナー

検索

社会教育課

平成 30 年３月末で、
県内 674 の企業・事業所に
ご協力いただいています。

家庭教育推進協力企業に参加される企業を募集しています！！

〈発行〉鳥取県教育委員会

＊建設業

●郡家重機有限会社 （八頭町）

〒 680-8570 鳥取市東町１丁目 271 番地
TEL（0857）26-7943 FAX（0857）26-8175
Ｅメール kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

＊医療・福祉

●株式会社ライフデザイン （鳥取市）

Vol.176

＊医療、福祉

●合同会社 くるみの木 （北栄町）

＊小売業

●鳥取県信用農業協同組合連合会 （鳥取市） ●有限会社 ライトブレイン （米子市）

