
2627 Tottori City News Letter  2018.1 とっとり市報 2018.1

情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

株式会社イナテック鳥取
◆企業概要
代 表 者	 代表取締役社長
	 稲垣良次
所 在 地	 河原町山手 299番地 7
業務内容	 自動車用トランスミッション部品製造
従業員数	 70 人（鳥取工場のみ）
資 本 金	 1000 万円
	0858-71-0646　 	http://www.inatec-corp.com

◆企業理念
　確かな技術と磨かれた心で社会に貢献
◆これまでの取り組み
　主な生産品目は自動車用トランスミッション部品で特に
高度な歯切加工を必要とするギア部品を多く生産していま
す。トランスミッション部品は自動車部品の中でも、最も
精密さが必要とされる分野ですが、1951年のイナテック
グループ創立以来、加工技術の蓄積と徹底した品質管理で
顧客の信頼を獲得し、順調に生産を増やしています。

◆当社の強み
　イナテックグループの強みのひとつに設計・試作・量
産までを一貫して社内で行えることがあります。試作段
階から、製品形状・材質・数量・コスト・納期などを考
慮し、最適な工法・生産方法で顧客のさまざまなニーズ
に応える技術力を持っています。
　砂型鋳造では製作不可能とされている肉厚1.5㍉、ク
リアランス約1㍉を実現。この技術を使った製品がトヨ
タ自動車のスーパースポーツ「レクサスLFA」に搭載され
ています。

シリーズ 第4回 鳥取市で頑張る企業を紹介します
問第二庁舎企業立地・支援課		 	0857-20-3223	 0857-20-3046
～ ①生産性の向上 ②新増設 ③職場環境の改善により新たな雇用創造を行い、地域経済を支える鳥取の事業所 ～

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
1月		4日（木）14:00 〜 15:15
1月		6日（土）14:00 〜 15:15
1月16日（火）10:30 〜 11:45

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

市民活動のための助成金相談会

と　き 1月24日（水）13:30 〜 15:00
1月30日（火）18:30 〜 20:00

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 1月19日（金）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1階（富安二丁目104-2）
市民活動拠点アクティブとっとり

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/

　 TOTTORI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

公立鳥取環境大学情報
http://www.kankyo-u.ac.jp/

サイエンスカフェ鳥取
と　き　1 月 21日（日）13:00 〜 15:00
ところ　まちなかキャンパス（末広温泉町 160）
テーマ　太陽フレアと地球への影響
講　師　浅

あさ	い 	

井	歩
あゆみ

さん（京都大学理学研究科附属天文台
准教授）

定　員　30人　※先着順　　参加料　無料
申込み　「氏名・人数・連絡先」を電話・電子メールの

いずれかで問い合わせ先まで
問公立鳥取環境大学	足利裕人		 	0857-38-6753
	ashikaga@kankyo-u.ac.jp

と　き　2月 17日 ( 土）10:30 〜 12:00
ところ　鳥取県立図書館 2階大研修室
テーマ　悪質商法から身を守りましょう	〜事例紹介と

その対処法〜
講　師　中

なかやま

山実
じつろう

郎（経営学部	教授）
参加料　無料
申込方法　開催の前日までに「受講希望テーマ・会場・

住所・氏名・電話番号」を電話・ファクシミリ・
電子メールのいずれかで問い合わせ先まで

問公立鳥取環境大学	企画広報課
	0857-38-6704	 	0857-32-9053
	kikaku@kankyo-u.ac.jp

公開講座（とっとり県民カレッジ連携講座） 小規模企業共済制度
　個人事業主（共同経営者含む）・会社などの役員が
事業をやめられる場合などに備えて、あらかじめ資金
を準備しておく共済制度で、「小規模企業の経営者の
ための退職金制度」といえます。特徴は、掛金は全額
所得控除。毎年、掛金が所得控除となるため節税効果
があります。（独）中小企業基盤整備機構が運営し、
商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店
などの窓口で取扱いしています。
問中小企業基盤整備機構コールセンター
	050-5541-7171（平日		9:00 〜 19:00

　　　　　　　　　　土　10:00 〜 15:00）
	http://www.smrj.go.jp/skyosai/

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、事業主が、労働者の働いた日数に応
じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退
職金を支払うという、業界全体での退職金制度です。
●国の制度なので安全・確実、申込み手続きは簡単。
●経営事項審査で加点評価の対象となります。
●掛金の一部を国が助成します。
●掛金は事業主負担ですが、法人は損金、個人では必
要経費として扱われ、税法上全額非課税です。
●事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算
されます。

　詳しくは、最寄りの建退共支部にお問い合わせください。
問（独）勤労者退職金共済機構	建設業退職金共済鳥取県支部
	0857-24-2281

中小企業の退職金
国の制度がサポートします

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業で
働く従業員のための国の退職金制度です。
中退共の退職金制度なら
●国の掛金助成を受けられます。
●掛金は全額非課税。手数料も不要です。
●社外積立型だから、管理が簡単です。
●パートタイマーや家族従業員も加入できます。
お気軽にお問い合わせください。
※他の退職金・企業年金制度などとの資産移換も可能
です。

問（独）勤労者退職金共済機構	中小企業退職金共済事業本部
	03-6907-1234	 03-5955-8211

鳥取市勤労青少年ホーム

内 容　相談員が、仕事の悩みやキャリアアップおよび
転職などの就労に関するあらゆる相談にのり、
どうすれば現状の悩みを解決できるか一緒に考
えていきます。相談内容は秘密厳守します。

※ 1日につき 5人程度を定員とし、1人あたりの相談
時間は 50分を目安とします。

と　き　2月の土曜日（13:00 〜 20:00）
　　　　　　　日曜日（10:00 〜 16:00）
ところ　鳥取市勤労青少年ホーム１階音楽室もしくは２

階音楽室
相談料　無料
相談員　杣

そま

	宏
ひろ	し 	

司（キャリアコンサルタント）
対　象　市内に居住または勤務の 35 歳までの勤労青

少年
申込み　1月4日（木）〜20日（土）17:00まで
※定員に満たない場合は 21 日（日）〜 25 日（木）
17:00 まで延長

※プライバシー保護のため完全予約制。
問鳥取市勤労青少年ホーム（吉成三丁目1-3）
	0857-24-1702

Good job ナビゲーション
～仕事とキャリアアップのよろず相談～

　国が実施している公共職業訓練で、再就職に役立つ
実践的な知識・技能が習得できます。

【金属加工技術科／住宅リフォーム技術科】
募集期間 1月12日（金）〜 2月15日（木）

訓練期間 3月2日（金）〜 8月31日（金）（6か月）

受 講 料 無料　※テキスト代（約1万円）は自己負担です

定　　　員 金属加工技術科　　　	15人
住宅リフォーム技術科　8人

応募方法 受講申込書をハローワークへ提出してください。

選 考 日 2月21日（水）

問ポリテクセンター鳥取（鳥取市若葉台南七丁目）
	0857-52-8802
	http://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/

ポリテクセンター鳥取 受講生募集（3月期生）

※3月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、1月
15日（月）までに、ハガキ、ファクシミリ（	 	0857-20-
3056）または電子メール（	 	 shihou@city.tottori.lg.jp)
で秘書課広報室まで。

紙面の都合により掲載できない場合があります。あらか
じめご了承ください。

市民のみなさんの自主的
な活動をご紹介します。

障がい者フライングディスク
指導者養成講習会
時：1月27・28日（土・日）／所：鳥取市文化セン
ター・鳥取産業体育館／料 :3 千円／員：40人／募 :1
月19日（金）まで　※要申込み、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。／連 : 鳥取県障がい者フライング
ディスク協会	山本	 	090-4093-5578	 	http://
flyingdisc-tottori.tori3sk.jp/

パレスチナ映画「オマールの壁」上映会
時：1月 28日（日）10:30 〜、14:00 〜／所：鳥
取県立博物館講堂／容：壁によって分断された街、
パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実。
パレスチナの今を生き抜く若者たちの青春を鮮烈に
描いた衝撃作。／料：一般	 前売 1000 円（当日
1300 円）、小中高生	前売 500 円（当日800 円）
／連 : 鳥取コミュニティシネマ	 	080-8907-9293	
	torikomi＠ jt4.so-net.ne.jp


