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平成１９年度末家庭教育推進協力企業制度協定締結状況について 
 

家庭・地域教育課 
 
 家庭教育の充実に向けた職場環境づくりに自主的に取り組む企業と県教育
委員会が協定を結び、協力しながら本県の家庭教育を推進する「鳥取県家庭教
育推進協力企業制度」の協力企業が、３月２６日の締結式を経て１２５社とな
る。 
 
１ 協定締結式 

（１） 期日 平成２０年３月２６日（水）午後１時１５分から午後２時１５分 
（２） 会場 教育委員室 
（３） 協定締結企業（１０社） 

１ 株式会社 ホテルセントパレス倉吉 倉吉市 
２ 有限会社 三協設備工業 八頭町 
３ 石亀芳樹園 倉吉市 
４ 株式会社 日ノ丸観光トラベル 鳥取市 
５ 株式会社 鳥取県食 倉吉市 
６ クラーク合同事務所 倉吉市 
７ 有限会社 市場自動車工場 倉吉市 
８ 千代三洋工業株式会社 鳥取市 
９ 山本印刷株式会社 倉吉市 
10 有限会社 コマツ靴店 倉吉市 

 
２ 既協定締結企業（１１５社） 
                       （平成１７年１０月創設） 

 企業（事業所及び団体を含む） 所在地 
1 井原石材店 伯耆町 
２ 学校法人 米子自動車学校 米子市 
３ 東京印刷株式会社 米子市 
４ 中国電力株式会社 鳥取支社 鳥取市 
５ 中国電力株式会社 鳥取営業所 鳥取市 
６ 有限会社 みたこ土建 米子市 
７ 株式会社 鳥取銀行 鳥取市 
８ グッドヒル株式会社 鳥取市 
９ コカ・コーラウエストジャパン株式会社 山陰支社 米子市 
10 コカ・コーラウエストジャパン株式会社 鳥取支店 鳥取市 
11 コカ・コーラウエストジャパン株式会社 倉吉支店 倉吉市 
12 コカ・コーラウエストジャパン株式会社 米子支店 米子市 
13 馬野建設株式会社 琴浦町 
14 鳥取三洋電機株式会社 鳥取市 
15 株式会社 東郷電機製作所 湯梨浜町 
16 鳥取中央農業協同組合 倉吉市 
17 有限会社 赤碕清掃 琴浦町 
18 赤碕ダイハツ有限会社 琴浦町 
19 株式会社 伝習館 鳥取市 
20 株式会社 杉本建設 琴浦町 
21 中国労働金庫鳥取支店 鳥取市 
22 有限会社 辰巳園 倉吉市 
23 堀田石油株式会社 境港市 
24 株式会社 永井電機工業所 米子市 
25 エプソンイメージングデバイス株式会社 鳥取事業所 鳥取市 
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26 米子信用金庫 米子市 
27 有限会社 アトラス 鳥取市 
28 医療法人 養和会 米子市 
29 有限会社 野口運送 琴浦町 
30 株式会社 ルネックス 倉吉市 
31 鳥取信用金庫 鳥取市 
32 株式会社 戸信 鳥取市 
33 有限会社 共栄組 北栄町 
34 日ノ丸観光株式会社 鳥取市 
35 流通株式会社 倉吉市 
36 有限会社 高橋カメラ店 鳥取市 
37 鳥取リコー株式会社 鳥取市 
38 有限会社 オーツ 倉吉市 
39 オムロン倉吉株式会社 倉吉市 
40 株式会社 谷本創建 倉吉市 
41 有限会社 向井組 倉吉市 
42 有限会社 山本おたふく堂 琴浦町 
43 有限会社 メディア・テック 米子市 
44 株式会社 ニシオ 鳥取市 
45 有限会社 酒井建設 倉吉市 
46 新興建設株式会社 鳥取市 
47 株式会社 ベクト総業 倉吉市 
48 倉吉酒類販売株式会社 倉吉市 
49 株式会社 三徳興産 米子市 
50 株式会社 きさらぎ 境港市 
51 鳥取電子株式会社  鳥取市 
52 株式会社 山陰放送 米子市 
53 株式会社 泉コンサルタント 鳥取市 
54 有限会社 総合損保ヤタカ 倉吉市 
55 株式会社 中井脩倉吉店 倉吉市 
56 有限会社 やまびこ興業 三朝町 
57 積水ハウス株式会社 鳥取支店 鳥取市 
58 株式会社 中海テレビ放送 米子市 
59 イオン株式会社 ジャスコ鳥取店 鳥取市 
60 有限会社 ハシモト洋品店(ウオーキングギア２００１） 倉吉市 
61 井戸垣産業株式会社 倉吉市 
62 イオン株式会社 ジャスコ津ノ井店 鳥取市 
63 美保テクノス株式会社 米子市 
64 大山ハム株式会社 米子市 
65 有限会社 上野工務店 倉吉市 
66 八幡物産株式会社 米子市 
67 寿製菓株式会社 米子市 
68 有限会社 高塚かまぼこ店 琴浦町 
69 日ノ丸印刷株式会社 鳥取市 
70 有限会社 アクセス 鳥取市 
71 有限会社 マルイスポーツ 倉吉市 
72 株式会社 やまさき 境港市 
73 学校法人 藤田学院（鳥取短期大学） 倉吉市 
74 三洋重機株式会社 鳥取市 
75 社会保険労務士岩佐事務所 境港市 
76 株式会社 栗谷テクノス 米子市 
77 株式会社 清水設計 米子市 
78 有限会社 ヨシケイ山陰 米子市 
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79 株式会社 備中屋本店 米子市 
80 有限会社 サイン技研 米子市 
81 ミネル株式会社 鳥取市 
82 寿ホームズ株式会社 倉吉市 
83 やまこう建設株式会社 鳥取市 
84 野口会計事務所 倉吉市 
85 社会福祉法人 みのり福祉会 みのり保育園 倉吉市 
86 石田工業株式会社 倉吉市 
87 社会福祉法人 みのり福祉会 サンジュエリー 倉吉市 
88 株式会社 フクタニ 倉吉市 
89 社会福祉法人 みのり福祉会 ブルーインター  倉吉市 
90 社会福祉法人 みのり福祉会 インターグループホーム  倉吉市 
91 社会福祉法人 みのり福祉会 みのりグループホーム  倉吉市 
92 株式会社 鳥取県庁食堂 鳥取市 
93 社会福祉法人 みのり福祉会 向山ブルースカイ 倉吉市 
94 鳥取瓦斯株式会社 鳥取市 
95 鳥取瓦斯産業株式会社 鳥取市 
96 まるか商事株式会社 境港市 
97 株式会社 愛進堂 鳥取市 
98 社会福祉法人 みのり福祉会 倉吉スターガーデン 倉吉市 
99 社会福祉法人 みのり福祉会 社児童センター 倉吉市 
100 有限会社 豊田ガラス建材 倉吉市 
101 社会福祉法人 みのり福祉会 三朝みのりデイサービスセンター 三朝町 
102 社会福祉法人 みのり福祉会 グループホームみのりかじか 三朝町 
103 社会福祉法人 みのり福祉会 みのりサングリーン 倉吉市 
104 社会福祉法人 みのり福祉会 北栄みのりデイサービスセンター 北栄町 
105 社会福祉法人 みのり福祉会 北栄みのりグループホーム  北栄町 
106 社会福祉法人 みのり福祉会 倉吉スターロイヤル  倉吉市 
107 社会福祉法人 みのり福祉会 西倉吉保育園  倉吉市 
108 社会福祉法人 みのり福祉会 関金インターケアハウス   倉吉市 
109 社会福祉法人 みのり福祉会 関金みのりグループホーム   倉吉市 
110 社会福祉法人 みのり福祉会 向山保育園    倉吉市 
111 中国企業株式会社 鳥取営業所 鳥取市 
112 中電技術コンサルタント株式会社 鳥取支社 鳥取市 
113 尾崎商事株式会社 米子工場 米子市 
114 有限会社 シンユー建設 米子市 
115 株式会社 吉谷機械製作所 鳥取市 

 

3


