
関係者各位 

労働者派遣法第23条第 5項及び 施行規則第18条の 2に基づき、下記の情報を記載します。 

 

■労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づく情報提供 

○当該事業所における派遣事業実績（令和 4 年 6 月事業報告 時点） 

派遣労働者の数 ５４ 名 

派遣先の数 ４５ 件 

マージン率（小数点以下第 2位四捨五入） １４．０ ％ 

労働者派遣に関する料金の平均額 １５，８６９ 円 

派遣労働者の賃金の平均 １３，６５３ 円 ※「派遣労働者の数」には日々雇用の派遣労働者を含む 
○教育訓練に関する事項 

教育訓練内容 対象者 費用負担 賃金支給 種別 

新規登録説明会時の教育訓練 （現場ルール、基礎安全教育 等） 

新規登録者 無 料 - - 

初勤務者への教育訓練 （現場ルール・基礎安全教育等） 

派遣労働者 無 料 有 給 入職時 

班長学習会  （向上訓練・安全教育） 

派遣労働者 （当社規定の班長） 無 料 有 給 職能別 

フォークリフト研修 派遣労働者（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ乗車） 無 料 有 給 職能別 

衛生推進者講習 

派遣労働者 ※年次教育 （当社規定の班長） 無 料 有 給 階層別 

個人情報保護講習 派遣労働者 ※年次教育 無 料 有 給 階層別 

滅菌業務基礎講習 派遣労働者 ※年次教育 無 料 有 給 階層別 

異物混入防止・衛生講習 派遣労働者 ※年次教育 無 料 有 給 階層別 

はい作業主任者講習 派遣労働者 ※年次教育 無 料 有 給 階層別 

※大型集合訓練（震災対策訓練 ・ ムダ取りコンテスト ・ 班長大結集 ・ フォーク技能競技大会）を

年に１度実施。 また、その他の各種研修・資格講習あり 

○キャリアコンサルティングの相談窓口○キャリアコンサルティングの相談窓口○キャリアコンサルティングの相談窓口○キャリアコンサルティングの相談窓口    TEL: 047TEL: 047TEL: 047TEL: 047----420420420420----8501850185018501    （支店長）（支店長）（支店長）（支店長）    

○その他、参考になると認められる事項 

・フォークリフト技能講習（安衛法）の当社センターにおける取得サポートあり。 

・「社会保険・雇用保険」/「年次有給休暇」/「法定休暇」/「定期健康診断」 

・派遣スタッフを対象に弊社社員への登用制度あり。（※試験あり） 

○労働者派遣制度の概要 

◆労働者派遣のしくみ 

 

 

 



●待遇に関する事項等の説明（説明事項等）について●待遇に関する事項等の説明（説明事項等）について●待遇に関する事項等の説明（説明事項等）について●待遇に関する事項等の説明（説明事項等）について    

＜労使協定締結の有無＞ ： 締結あり締結あり締結あり締結あり  ＜協定期限＞： 令和令和令和令和６６６６年３月３１日年３月３１日年３月３１日年３月３１日 

＜協定対象となる派遣労働者の範囲＞（※労使協定 第１条抜粋） 

1 本協定は、派遣先で「09 建築・土木技術者等」の業務に従事する従業員及び別表 1 の

業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）に適用する。  

2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ

ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

3 テイケイトレード株式会社 西船橋支店 は、対象従業員について、一つの労働契約の

契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。 

4 ただし、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者の雇用確保が著しく難しくなる場

合、派遣労働者から合意を得た上で協定の適用を除外し、派遣先の労働者との均等均衡

を考慮した上で待遇を決定する場合がある。 

 

■派遣労働者として就業した場合における賃金額の見込み・その他の待遇に関する事項 

 【 賃金額の見込、及びその他待遇 】 

基本時給 

東京都・神奈川県 時給 1,072円～ 

上記都県以外 時給 987円～ 

諸手当 

班長/統括班長手当 日額 500円/1,000円 

フォーク手当 日額 500円～ 

滅菌講習手当 日額 200円 

個人情報保護講習手当 日額 200円 

衛生推進者講習手当 日額 200円 

  ※上記の他、会社が必要と認めた場合、手当を支給する場合があります。 

【会社概要】 

◆商 号： テイケイトレード株式会社  

◆本 社： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目1番16号テイケイトレード新宿ビル8F  

◆役 員： 代表取締役 岡田 竜也    ◆U R L： http://www.teikeitrade.co.jp 

◆設 立： 平成5年5月7日         ◆資本金： ５千万円  

◆売 上： 73億1380万円 （令和4年6月度）◆取引実績：4,000社以上（令和4年6月現在） 

◆事業内容  

・労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業 （派 13-080662） 

・有料職業紹介業 （13-ュ-300105）   ・アウトソーシング全般  

◆Ｐマーク（平成23年2月取得）  

◆拠点数： 16支店 3営業所 3事業所  

◎支 店： 新宿・横浜・西船橋・錦糸町・朝霞台・川越・柏・町田・池袋・大森・ 

北千住・八王子・厚木・大宮・東松山・春日部 

◎営業所： 所沢・上大岡横浜・千葉 

◎事業所： 平和島・MFLP日野・所沢中富 

テイケイトレード株式会社 西船橋支店 



別表１-1 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種 No 職種区分名称  No 職種区分名称 101 システムコンサルタント  562 パルプ・紙・紙製品製造工 102 システム設計技術者  563 印刷・製本作業員 103 プロジェクトマネージャー  565 プラスチック製品製造工 104 ソフトウェア開発技術者  569 その他の製品製造等 105 システム運用管理者  572 電気機械組立工 106 通信ネットワーク技術者  574 電子応用機械器具組立工 109 その他の情報処理技術者等  575 電子応用機械器具修理工 251 総務事務員  576 半導体製品製造工 254 受付・案内事務員  583 電子機器部品組立工 256 電話応接事務員  599 その他の機械組立の職業 257 総合事務員  602 電気機械器具修理工 258 医療・介護事務員  604 輸送用機械器具整備等 259 その他の一般事務の職業  623 食料品検査工 271 生産現場事務員  624 飲料・タバコ検査工 272 出荷・荷受係事務員  625 紡績・衣類製品検査工 311 パソコン操作員  627 印刷・製本検査工 312 データ入力係員  628 ゴム製品検査工等 313 コンピューター操作員  629 その他の製品検査の職業 319 その他の事務用機器操作  632 電気機械器具検査工 323 小売店販売員  643 製図工（ＣＡＤオペレーター） 379 その他の保健医療サービス  684 フォークリフト運転作業員 385 クリーニング職  719 その他の建設の職業 403 飲食物給仕係  725 電気工事作業員 （※エアコン取付補助等） 404 旅館・ホテル・乗物接客員  753 陸上荷役・運搬作業員 503 食料品生産設備  754 倉庫作業員 541 化学製品製造工  756 荷造作業員 544 めん類製造工  761 ビル・建物清掃 545 パン・菓子製造工  769 その他の清掃の職業 548 乳・乳製品製造工  771 製品包装作業員 551 食肉加工品製造工  779 他に分類されない包装の作業 552 水産物加工工  781 選別作業員 553 保存食品製造工等  782 軽作業員 554 弁当・惣菜類製造工  789 他に分類されない運搬等 555 野菜つけ物工    
 


