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株式会社コクヨMVP
　コクヨMVPは、コクヨグループのステーショナリー事業を担うコクヨS&T株式会社の国
内生産拠点として、ファイルなどの紙製品を中心とした文房具を製造しています。

　1962年に鳥取市で創業し、2000年には本社鳥取工場に加え、青谷工場を
設立しました。
　私たちの製品は、高機能高品質の「日本製品」という価値を生み出すことで、
人件費の安い海外生産に対し挑み続けようと考えています。また、自社ブラ
ンドなどの開発にも尽力しており、日本国内の付加価値製造メーカーとして
お客様の期待に応えていきます。

シリーズ 第22回 鳥取市の誘致企業を紹介します！！
問 第二庁舎企業立地・支援課   0857-20-3223 0857-20-3046

会社外観

所 在 地　湖山町南 2 丁目 201 番地　従業員数　240人
業務内容　ファイル、バインダー及びその他の文房具の製造・販売

代表取締役

    大西寛朗  さん

鳥取市ボランティア・市民活動センターの案内
はじめてみませんか？ボランティア入門講座

と　き
10月  6日（火）10:30 ～ 11:45
10月14日（水）14:00 ～ 15:15
10月24日（土）14:00 ～ 15:15

内　容
ボランティアの基礎的知識、募集情報紹介、
NPOについてなど

市民活動団体のための助成金相談会

と　き
10月23日（金）18:30 ～ 20:00
10月29日（木）10:00 ～ 11:30

内　容
助成金の探し方、申請方法、助成金情報の紹介など
※1団体（個人）の相談時間は45分まで・要予約

NPOなんでも相談会

と　き 10月21日（水）13:30 ～ 15:00

内　容
団体の立上げ、組織運営、協働事業、その他
NPOに関することなど
※1団体（個人）の相談時間は45分まで・要予約

所 さざんか会館2階（富安二丁目104-2）
　 市民活動拠点アクティブとっとり会議室
問 鳥取市ボランティア・市民活動センター

 0857-29-2228
 http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/

PATTA（パッタ）

◆ヤマトコンタクトサービス株式会社
　鳥取インテリジェントコンタクトセンター

立地場所 千代水1丁目
事業内容 宅急便の配送・問い合わせ対応業務

◆シティコンピュータ株式会社 鳥取支社
立地場所 千代水1丁目
事業内容 データ入力業務、事務処理（ スキャニング作

業など）プログラム作成など
◆株式会社アクシス

立地場所 扇町
事業内容 オープン系・Web系事務アプリケーションの

開発・導入、ネットワーク/情報セキュリティ・
ソリューションサービス・太陽光発電監視・
計測システムの開発・導入など

◆株式会社JCBエクセ
立地場所 若葉台北6丁目
事業内容 クレジットカード事業を中心としたバックオ

フィス業務の受託
◆株式会社LASSIC（ラシック）

立地場所 鳥取県産業振興機構内・南吉方3丁目（予定）
事業内容 ICTサービス（ 受託システム開発、自社シス

テム開発）など
◆アイネットサポート鳥取

立地場所 千代水2丁目
事業内容 スマートフォンや情報家電

などのカスタマーサポ－ト
やテクニカルサポート窓口
としての電話対応

新規立地企業の求人情報にご注目ください！その②
　本市では企業立地に力を入れて取り組んでいます。以前より事務的職業の求職者が多いにも関わらず、求人数は少ない状態が続いてい
ます。今回は、近年本市に進出・立地していただいた、事務系・IT系企業をご紹介いたします。ハローワークの求人情報にご注目ください。
近年立地決定した主な企業（事務系・IT系企業）

鳥取市雇用促進協議会
【コンピュータ会計＆コミュニケーション研修】

内 容

会計実務で使用されている割合の高い会計ソ
フト「弥生会計」の使用方法と共に、処理の際
に必須となる取引・仕訳の知識およびコミュ
ニケーションとビジネスマナーの基礎を習得

研修期間
10月21日（水）～ 29日（木）
9:30 ～ 16:30（昼休憩1時間含む）
※7日間（土日除く）

研修会場 (株)ナレッジサポート 湖山校

対　　象
市内在住でハローワークに求職登録をして
求職活動中の人、在職中で経理業務などに
携わりパソコン会計について学びたい人

定　　員 20人
受 講 料 無料（ただし、テキスト代2160円は自己負担）

申し込み
研修の開催初日の１週間前までに、電話、
FAX、電子メール、のいずれかで問い合わ
せ先へ（担当：小川、野田）

問 鳥取市雇用促進協議会事務局（第二庁舎経済・雇用戦略課内）
 0857-20-3134  0857-20-3046
 tottori-koyou@city.tottori.tottori.jp
 http://www.city.tottori.lg.jp/

はり・きゅう・マッサージ
の保険適用について
　保険適用となる、はり・きゅう・マッサージなどの
施術は、医師が必要と認めたものに限ります。
◆保険適用となる具体的な病気・症状
　○はり・きゅうの場合

神経痛・リウマチ・腰痛症・五十肩・頚
けいわん

腕症候群・
頸椎捻挫後遺症など

　○マッサージの場合
筋麻痺・関節拘

こうしゅく

縮など（マッサージは原則として
病名ではなく症状に対する施術となります。関節
が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているな
どの症状があり、治療のためマッサージが必要な
場合保険適用となります。）

※疲労回復などの目的の場合は、保険適用にはなりません。
※同一疾患で医師の治療などを受けている場合は、保

険適用にならない場合があります。

国民健康保険料の納付期間変更のお知らせ
　平成 28 年度より、国民健康保険料の普通徴収の
納期を現在の８回から１０回（６月～翌年３月）に増
やす予定です。口座振替（全期前納及び期別振替）
の人は、平成２８年度以降は６月から引き落とし開始
となる予定ですので、ご注意ください。

問 駅南庁舎保険年金課 国民健康保険係
 0857-20-3482  0857-20-3407

放送大学鳥取学習センター
「出前講演会」をご利用ください
　放送大学では、所属する客員教授が、ご要望・ご依頼
に応じて専門分野のご希望のテーマについてお話しす
る「出前講演会」を行っています。職場や地域、町内会
や学校などのグループでお気軽にお申し込みください。

講　　師　　名 専　門　分　野

佐分利育代（鳥取大学名誉教授） 舞踊創作・舞踊教育

菅原　一孔（鳥取大学教授） 計算機工学・情報科学

高取憲一郎（鳥取大学名誉教授） 心理学・総合人間学

福安　勝則（鳥取大学教授） 英語教育・日英語比較言語学

大谷　博美（鳥取大学非常勤講師） 韓国語・韓国文化

小林　　一（鳥取大学教授） 農業経済学・農業経営情報科学

秦野　論示（鳥取環境大学名誉教授） 光ファイバ通信・情報システム

石谷　孝二（鳥取大学教授） 彫刻・立体造形

若　　良二（鳥取学習センター所長） 流体工学・国際理解教育

　講師派遣を希望される団体は、実施日の2 ヶ月前ま
でに、必要事項を取りまとめ、放送大学鳥取学習セン
ターに電話にてお申し込みください。派遣講師の謝金・
交通費などは放送大学で負担します。ただし、会場利
用料などが発生する場合は、お申込み団体でご負担く
ださい。※詳しい情報はお問い合わせください。
問  放送大学 鳥取学習センター   0857-37-2351

 0857-20-3407  newtottori@ouj.ac.jp

日銀鳥取・開設70周年記念展示会
と　き 10 月 14 日（水）～ 16 日（金）
  9:00 ～ 17:00（最終日のみ 16:00 まで）
ところ 合銀鳥取ビル・2F ギャラリー（栄町 402）
内　容 お金や日本銀行に関するパネルや金塊などのレ

プリカの展示など。本物の銀行券裁断屑で造ら
れたソファーに座って写真撮影可。毎日先着
100 人に銀行券裁断屑パックをプレゼント。

※詳しくは日銀・鳥取ホームページをご覧ください。
問日本銀行鳥取事務所   0857-22-2194

 http://www3.boj.or.jp/tottori/index.html

第34回鳥取地区矯正展
　全国の刑務所から多数の刑務所作業製品を取り寄せ
て販売するほか、警察コーナー（ 白バイ・パトカー
などの紹介）や地元保育園児による演舞、地元中学校
生徒による吹奏楽演奏など。2012年世界空手道選手
権（形の部）優勝の宇佐美里香さんの演舞もあります。
と き　10 月 24 日（土）9:00 ～ 15:00
ところ　鳥取刑務所（下味野 719）
内 容　刑務所作業製品展示即売会コーナー、ご当地

グルメ・バザーコーナー、施設見学など
問 鳥取刑務所企画部門（作業）   0857-53-4196

中電ふれあいホール　ギャラリーの案内
10月  2日（金）～  7日（水）◆押花サロン「梨花」第15回教室展
10月  9日（金）～13日（火） ◆第41回サークル展“和紙ちぎり絵”
10月  9日（金）～14日（水） ◆第39回写友会カプリシャス写真展

10月16日（金）～21日（水） ◆水彩画グループ「エメラルド」
　第9回作品展

10月23日（金）～25日（日） ◆秋の盆栽展

問 中電ふれあいホール（鳥取市片原一丁目201）
 0857-22-0354　開館時間：9:30 ～ 17:30

休館日：毎週月曜日・年末年始　※入館無料

内　　容 日　　時 定員 費用

風呂敷の包み方 15日（木）10:00 ～ 12:00 10人 無料
綿花を使って作る
プレート 17日（土）10:00 ～ 12:00 10人 100円

マイバッグ 21日（水）10:00 ～ 15:00 10人 無料

紙パックの六角イス 28日（水）10:00 ～ 15:00 10人 無料

※詳しくは、電話でお問い合わせください。上記以外
の体験講座や外部出張も行います。お気軽にご相談
ください。

問リファーレンいなば（伏野 2220）  0857-59-6026
（月曜日休館 ※ただし月曜日が祝日の場合は翌日）

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 10 月スケジュール


