
令和 3 年度「仕事と家庭の両立を応援する企業の企業説明会」 
参加企業紹介 

※新卒は未就職卒業者を含む。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

1 株式会社ヤマ
タホーム 建設業 鳥取市 〇 〇 

営業・コーディネ
ーター・営業アシ
スタント・建築技
術者 

個人の注文住宅の建築をメインに建設業全
般及び不動産業を営んでいます。また、グル
ープ会社では、カフェ・雑貨などのライフス
タイルショップやハウスクリーニングを中
心とした便利業など鳥取に住まう人が日常
をより豊かに過ごせるように、暮らしにま
つわる様々な事業を展開しています。 

・外出の際など残業時間から調整可能 
・勤務形態の選択 
・時短勤務など 
・産前産後休暇 
・育児休暇など 
・ノー残業デー 
・現場や営業先へ直行・直帰出来る勤怠シ

ステム 
・インターネット会議システム 

2 馬野建設株式
会社 建設業 琴浦町 〇 〇 土木技術職 

建築・土木工事全体を管理する「総合建設
業」としての事業を展開しており、道路・
橋・下水道処理場、学校・店舗・工場などの
インフラ施設を手掛けています。 
また、環境事業として太陽光発電システム
で発電事業を手掛け、社内ベンチャーとし
て、ブルーベリーや様々な農産物等を栽培
し、加工商品を作り全国に販売する事業も
展開しています。 

馬野建設では、数年前から「働き方」の改革
に力を入れており、残業時間の大幅な削減
と休日の大幅な増加に取り組んできまし
た。また新入社員の教育カリキュラムの確
立にも取り組んできました。社員一人一人
にやさしい職場です。 

3 こおげ建設株
式会社 建設業 八頭町 〇 〇 土木技術者、建築

技術者 

鳥取県東部を中心に土木工事、建築工事を
主体として事業展開しており、公共工事か
ら⺠間建築、個人住宅の新築やリフォーム
まで幅広く手がけております。アスファル
トプラントやリサイクルプラントも保有
し、建設関連分野に裾野を広げています。 

自社カレンダーで 4 週 8 休体制を確立して、
休日の拡大に努めています。 
有給休暇の取得を推進しており、半日、時間
単位の取得も推進しています。 
福利厚生にも注力しており、資格取得のた
めの支援制度を導入してバックアップ体制
を整えています。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

4 米久おいしい
鶏株式会社 食料品製造業 琴浦町 〇 〇 

製 造 職 （ 食 肉 加
工）、生産職（養
鶏）、機械営繕 

■伊藤ハム米久ホールディングスのグル―
プ企業で、食肉事業の重要な事業会社で
す。 

■『種鶏の飼育・孵卵・養鶏・食肉加工』ま
での一貫生産による生産基盤を確立して
いる鶏肉生産会社です。 

■鶏肉における『ISO22000』によるテレサ
ビリティシステムの認証を取得しまし
た。食肉加工工場はオートメーション化
され、自動脱骨ロボットを配備した衛生
的な環境の中、安心で高品質な鶏肉を生
産しています。 

「従業員とともに持続的に成⻑する食品リ
ーディングカンパニー」とのビジョンのも
と、会社の持続的な成⻑と従業員のワーク
ライフバランスの両立が重要と考え、残業
削減を目指した機械の導入、連休の増加、業
務の外注化、有給休暇取得率の向上など、行
政とも連携をとりながら職場環境の改善に
取り組んでいます。 

（求める人材像） 
①礼儀正しく対応ができ、コミュニケーシ

ョンをとることが好きな人 
②粘り強く、向上心をもっていると自負し

ている人 
③当たり前のことを当たり前にやりきる実

行力に自信を持っている人 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

5 

グリコマニュ
ファクチャリ
ングジャパン
株式会社鳥取
工場 

食料品製造業 南部町 〇  製 造 オ ペ レ ー タ
ー 

グリコマニュアファクチャリングジャパン
は、江崎グリコ株式会社で販売している菓
子、冷菓、飲料、加工食品、牛乳・乳製品の
製造、社会貢献活動などを通じ、お客様に
「おいしさと健康」を届ける事業を展開し
ており、全国に 14 工場があります。鳥取工
場では菓子、食品を製造しています。 
主要な製品は、「クレアおばさんのクリーム
シチュー」「プレミアム熟カレー」「フレン
ドベーカリー」「チーザ」などの食品や菓子
となります。 
鳥取から日本全国のみならず、世界に通用
する高品質の製品を作り続けています。 

鳥取県から「男女共同参画推進企業」として
の認定を受け、働きやすい職場づくりに取
り組んでいます。 
鳥取工場では、年休付与日数の 60%を取得
することも目標としており社員の年休取得
を推奨しております。子育て支援にも力を
入れており、2020 年 1 月から、育児に専念
する休暇を 1 ヵ月間取得することを必須化
した新制度「Co 育て Month」がスタートし
ています。Co 育て Month は、0〜6 か月の
お子様のいらっしゃる社員は、男女ともに
必須で取得頂き、子育てを通して、自らを、
家族を、仕事を、そして人生を見つめ直す良
い機会として頂いています。 
業務の効率化も進め、ワークライフバラン
ス推進できるよう会社としてサポートして
います。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

6 大谷酒造株式
会社 酒類製造業 琴浦町 〇 〇 醸造スタッフ 

弊社の日本酒は辛口のキレのよいスッキリ
と飲みやすく、料理にも合うように、品質重
視で一意専心に取り組んでいます。原材料
となる酒造好適米は蔵人も生産に関わり、
米の質を踏まえた精米や吸水調整などに活
かしています。お酒造りの水は大山の伏流
水で、この地には絶滅危惧種が生息してお
り、とてもキレイな水を使用しています。製
造環境では、HACCP の取得・照明の LED
化・醗酵場所の音楽導入・新ビンの洗浄＆殺
菌・濃色のビン使用・ラベルの最大化・ビン
のリユースなど、商品の安心安全・品質の維
持向上に心がけています。人を大切に、商品
を大切に、和醸良酒の鷹勇をモットーとし
て、心にのこるお酒を世界へ届けられるこ
とが私達の喜びです。 

女性活躍を推進するため、女性の積極的採
用により、男女比を 50：50 としました。男
性中心から女性の視点や意見を踏まえた取
り組みがしやすくなって雰囲気が変わって
きました。業務改善や生産性の向上を強く
意識するようになり、コミュニケーション
や効率化に寄与しています。女性専用ルー
ムや女性専用トイレも整備することが出来
ました。男性においても短期ではあります
が、育休や短時間勤務の利用実績が出来ま
した。これらの取り組みは始まったばかり
で、まだまだ発展途上ですが、皆さんの職場
は皆さんがよりよくしていく意識が大切
で、全ての方にとって仕事がしやすい職場
環境を目指して、その実現に向けて 1 つ 1
つ解決に取り組んでいます。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

7 流通株式会社 運輸業、サー
ビス業など 倉吉市 〇 〇 総合職、サービス

スタッフ 

1977 年に運送事業からスタートし、現在は
運送・バス・イベント・人材サービスを中心
に 10 を超えるサービスを展開しています。
すべての事業に共通するのは「地域密着の
サービス」であること。地域のみなさまから
「無くなるとヤダなあ、寂しくなるなあ」と
思ってもらえるよう常にお客さまの声に耳
を傾け、挑戦を続けるユニークな会社です。
当社では 10 代の新入社員から 70 代のベテ
ランまで、経験や性別に関係なく幅広い人
材が活躍しています。明るくアットホーム
な空気とそこから生まれるチームの活力が
自慢です！ 

【フレックスタイム制の導入】 
保育園の送り迎えの時間に合わせるなど勤
務時間の調整ができます。 

【育休取得後の復帰率 100％】 
男女ともに育休取得実績あり。男性社員は
１か月以上の育休取得推進。女性は産休・育
休後の復帰率 100％。子育てをしながら働
きやすい環境づくりに努めています。 

【連続休暇制度「わくわくホリデー」】 
入社 2 年目以降の全社員が対象で、1 年に
1 回自分の好きな期間に 7〜14 日間の希望
する日数お休みが取れる制度です。休み中
は一切連絡を取らないことをルールに完全
プライベートな時間をとることができま
す。 

8 米子第一交通
株式会社 運輸業 米子市 〇 〇 

タ ク シ ー 乗 務 員
養成制度、タクシ
ー乗務員、管理職
候補生 

一般乗用旅客自動車運送事業。 
巡回バス。観光タクシー、UD タクシー、マ
マサポートタクシー、こどもサポートタク
シー、お墓参りサポートタクシー、24 時間
代行、車両請負管理、ロケハン。 

働きやすい職場認証制度認定登録、鳥取県
協会けんぽ認定「社員の健康づくり宣言」事
業所、鳥取県男女共同参画推進企業認定、輝
く女性活躍パワーアップ企業認定、イクボ
ス企業表彰実績あり、国土交通省女性ドラ
イバー応援企業認定、あいサポート企業認
定。 
有給休暇を積極的に取得いただくように声
かけも行っております。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

9 大海通産株式
会社 運輸業 境港市 〇 〇 

営 業 ア シ ス タ ン
ト 、 自 動 車 整 備
士、大型自動車運
転手 

当社は、自動車運送取扱業、自動車整備業、
商品卸売業を行う流通総合企業です。物流
を通じ「安全」を、⺠間車検工場を通じ「安
心」を、卸売業を通じ「信頼」を届けること
を念頭に置き、人と人との「和」を重んじ、
地域と地域の「結」を大切に考え、常に新し
いものを求めるバイタリテイーをもって多
角的に事業を行っています。また、グリーン
経営認証の取得や JEPSA に加盟する等、地
球環境保護に取り組んでいます。 

当社では、資格取得支援制度が充実してい
ます。今までに 100 名以上の従業員が利用
し、各種資格を取得したり、各種研修・講習
会へ参加したりしています。今までに経験
のないことでもスキルアップの気持ちがあ
れば、当社は応援します。また、ワーク・ラ
イフ・バランス推進のため、年休等の休暇制
度の活用や時間外労働の減少させること
で、多様で柔軟な働き方への選択を可能に
し、その制度の理解促進を進め、職員の意欲
と職場の力の向上を目指しています。 

10 倉吉信用金庫 金融業 倉吉市  〇 事務総合職 

信用金庫は、中⼩企業や地域住⺠のための
協同組織による地域金融機関です。協同組
織は相互扶助・非営利を基本理念としてお
り、会員・利用者ならびに地域のニーズにお
応えすることを経営の基本に置いていま
す。その中で当金庫は、鳥取県中部地区を主
たる経営基盤とする唯一の金融機関とし
て、「地元と共に生きる」を経営理念とし、
創業支援、企業再生支援、経営相談・コンサ
ルティング機能の発揮、円滑な資金対応等
に取り組み、地域に貢献出来るよう尽力い
たします。 

女性職員の育児休暇取得（今年度は男性職
員の育児休暇取得もありました）率が非常
に高く近年推移しております。さらに育児
休暇取得後には、短時間勤務や時差勤勤務
などを利用し、継続して働くことの出来る
環境づくりやワークライフバランス推進の
ため整備に力を入れております。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

11 株式会社ジー
アイシー 

土木建築サー
ビス業 倉吉市 〇 〇 

土木設計、サーバ
ーエンジニア、開
発エンジニア、建
設 コ ン サ ル タ ン
ト系技術職員 

事業活動を通して地域の安全・安心、発展に
貢献し続ける会社です。 

○建設コンサルタント等事業：地域のイン
フラ整備、維持管理に関わる測量・設計・
地質調査や各種計画を行うことで安全・
安心な社会を実現しています。 

○システム開発事業：社会に点在する問題
を解決するために必要な先端技術開発や
研究を行なっています。 

有給休暇の時間取得制度の導入や時短勤務
を採用、1on1 制度の推奨など積極的に働き
やすい環境整備に取り組んでいます。 
また、技術面では、技術発表会や社内資格取
得セミナーを開催するなど社員の育成に積
極的に関わりをもつとともに、年 2〜3 回は
社内レクリエーションなどを実施、社風改
革にも力を入れています。 

12 大同警備保障
有限会社 警備業 米子市 〇 〇 交通誘導警備員 

「一人の命を救うことが活動の原動力」 

1 工事現場及びイベント会場等において
事故が発生しやすい大変危険な状態か
ら適切な誘導を行うことで人を危険か
ら守る、とてもやりがいのある仕事で
す。 

2 交通誘導警備の他、機械警備、施設警備
等の各種警備や消防設備業務、防犯設備
業務、電気工事等も行っており安全を提
供する仕事をしています。 

1 子供の誕生日にはお子様との思い出を
作ってもらうために特別休暇を付与し
ております。また、同様に子供の学校行
事も年 1 回付与しております。両方とも
に好評で取得率約 100％です。 

2 夏季は熱中症対策、冬季は防寒対策を行
ってます。 

3 健康経営実践でがん検診を無料でして
もらってます。 

4 有給休暇 5 日間義務取得率は約 100％
です。 

5 労災保険の上乗せで業務上災害補償制
度がございます。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

13 
医療法人社団
日翔会・社会福
祉法人日翔会 

医療、福祉 日野町 〇 〇 

フルタイム： 
介護職、調理職 
パート： 
看護職、夜勤専従
介護職 

高齢者福祉・介護事業 

米子市：米子ヘルスケアつつじほか 
倉吉市：⼩規模多機能ホーム華つばき、 

グループホーム華つばきほか 
日野町：介護老人保健施設おしどり荘ほか 

日翔会全体の職員数 460 名で運営をしてい
ます。 

【資格取得を支援】 
法人内で、“初任者研修”“介護福祉士実務者
研修”の資格取得研修を実施。 
働きながら資格を取ることができます。 

【休みがとりやすい】 
必要なときに必要な休みが取れる仕組みが
あります。 

【誰もが提案できる環境】 
職種問わず、職員同士が相談しやすい環境
づくりを大事にしています。 

14 社会福祉法人
尚仁福祉会 医療、福祉 江府町 〇 〇 介護職員、看護職

員、管理栄養士 
高齢者福祉事業 10 事業所 
障害福祉事業 2 事業所 

ご利用者・職員ともに「身体に優しいケアを
目指して」を目標に掲げ、タブレットやイン
カム、離床センサー付きベッドなどを積極
的に導入し、日々のケアの充実に取り組ん
でいます。 
また、年間休日の増加や時間単位での有給
休暇取得、子の看護休暇など職員が永く働
き続けられる職場を目指しており、「鳥取県
男女共同参画推進企業」「とっとり子育て隊
認定企業」「輝く女性活躍パワーアップ企
業」などに認定されています。 
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番号 企業名等 業種 所在地 
対象求人 

事業内容 企業 PR 
（働きやすさのポイントなど） 

一般 新卒※ 職種 

15 社会福祉法人
日南福祉会 医療、福祉 日南町 〇 〇 

介護員、介護支援
専門員、調理員、
看護師 

高齢者及び障がい者への介護サービス「こ
の町でいつまでも暮らしたい」を支えるた
めに地域に密着したサービスを提供してい
ます。 

【あかねの郷】 
○特別養護老人ホーム○通所介護事業（リ
ハビリ特化型併設）○訪問介護事業○障害
福祉サービス事業（居宅介護、生活介護）○
福祉有償運送事業○居宅介護支援事業 

【あさひの郷】 
○認知症対応型グループホーム 

仕事と育児、介護を両立する職員へのサポ
ートを行っています。職員への支援制度の
説明と相談。（休暇制度、看護休暇、介護休
暇、短時間勤務、所定外労働の免除） 
事業所内保育所を設置し、子育てをしなが
ら安心して働くことのできる環境づくりを
行っています。 

 


