株式会社イカイプロダクト
◇

労働者派遣事業の状況

◇

株式会社 イカイプロダクト 神奈川事務所･･･P.2
株式会社 イカイプロダクト 茨城事務所･････P.3
株式会社 イカイプロダクト 福島事務所･････P.4
株式会社 イカイプロダクト 湘南営業所･････P.5
株式会社 イカイプロダクト 相模事業所･････P.6

◇ 労働者派遣事業の状況 ◇
事業所の名称

株式会社 イカイプロダクト 神奈川事務所

許可番号

派22-300416

事業所の所在地 〒243-0014 神奈川県厚⽊市旭町1-22-25 第5正明ビル1階

① 2021年6⽉1⽇ 現在︓派遣労働者の数

120 ⼈

② 2020年度︓派遣先事業所数（実数）

12 件

③ 2020年度︓労働者派遣に関する料⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

20,417 円

業務別の労働者派遣に関する料⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
④ 2020年度︓派遣労働者の賃⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

13,791 円

業務別の派遣労働者の賃⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
⑤ 2020年度︓全業務のマージン率の平均

＊（③－④）÷③ ⼩数点第２位を四捨五⼊

32.5%

⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
締結しているか否か

締結している

対象となる派遣労働者の範囲
当該協定の有効期間

全ての派遣労働者
2020年4⽉1⽇

〜

2021年3⽉31⽇

⑦ 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
○ キャリア・コンサルティングの窓⼝
キャリア・コンサルティングの相談窓⼝を開設し、担当者が相談に応じる。
担当者︓ 芹澤周也、飯塚宰司

電話番号︓ 046-229-6871

○キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類

対象者

実施⽅法

賃⾦⽀給状況

派遣労働者の
費⽤負担

⼊職時教育

新規雇⼊れ派遣社員

OFF－JT・OJT

有給

無償

職能別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

階層別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

⑧ その他
・派遣労働者には、健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険にご加⼊いただきます。（雇⽤条件によっては加⼊できない場合があります。）
・育児休業、介護休業等の制度もあります。（対象者の条件をご確認下さい。）
【マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費】
マージン率は、派遣料⾦から派遣労働者の賃⾦を除いた⾦額が派遣料⾦に占める割合を⽰すものですが、このマージン率に相当
する⾦額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
① 社会保険料
派遣労働者の社会保険料（健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険）の約半分を雇⽤主である当事業所が負担しています。また、
労働者災害補償保険の保険料（全額）を負担しています。
② 派遣労働者の有給休暇費⽤
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃⾦は、当事業所が負担しています。
③ 募集費、教育訓練費、福利厚⽣費等
当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健
康診断費⽤等の福利厚⽣費などの費⽤が必要です。
④ その他の経費
当事業所の営業担当者や労務管理担当者などの⼈件費、事務所の賃借料等、事業の運営のために必要な経費があります。

◇ 労働者派遣事業の状況 ◇
事業所の名称

株式会社 イカイプロダクト 茨城事務所

許可番号

派22-300416

事業所の所在地 〒300-1237 茨城県⽜久市⽥宮3-1-24 パートナービル2階1号室

① 2021年6⽉1⽇ 現在︓派遣労働者の数

104 ⼈

② 2020年度︓派遣先事業所数（実数）

18 件

③ 2020年度︓労働者派遣に関する料⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

15,384 円

業務別の労働者派遣に関する料⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
④ 2020年度︓派遣労働者の賃⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

12,321 円

業務別の派遣労働者の賃⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
⑤ 2020年度︓全業務のマージン率の平均

＊（③－④）÷③ ⼩数点第２位を四捨五⼊

19.9%

⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
締結しているか否か

締結している

対象となる派遣労働者の範囲

全ての派遣労働者

当該協定の有効期間

2020年4⽉1⽇

〜

2021年3⽉31⽇

⑦ 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
○ キャリア・コンサルティングの窓⼝
キャリア・コンサルティングの相談窓⼝を開設し、担当者が相談に応じる。
担当者︓ 芹澤周也、増⽥学、佐野裕介

電話番号︓ 029-871-3115

○キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類

対象者

実施⽅法

賃⾦⽀給状況

派遣労働者の
費⽤負担

⼊職時教育

新規雇⼊れ派遣社員

OFF－JT・OJT

有給

無償

職能別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

階層別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

⑧ その他
・派遣労働者には、健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険にご加⼊いただきます。（雇⽤条件によっては加⼊できない場合があります。）
・育児休業、介護休業等の制度もあります。（対象者の条件をご確認下さい。）
【マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費】
マージン率は、派遣料⾦から派遣労働者の賃⾦を除いた⾦額が派遣料⾦に占める割合を⽰すものですが、このマージン率に相当
する⾦額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
① 社会保険料
派遣労働者の社会保険料（健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険）の約半分を雇⽤主である当事業所が負担しています。また、
労働者災害補償保険の保険料（全額）を負担しています。
② 派遣労働者の有給休暇費⽤
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃⾦は、当事業所が負担しています。
③ 募集費、教育訓練費、福利厚⽣費等
当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健
康診断費⽤等の福利厚⽣費などの費⽤が必要です。
④ その他の経費
当事業所の営業担当者や労務管理担当者などの⼈件費、事務所の賃借料等、事業の運営のために必要な経費があります。

◇ 労働者派遣事業の状況 ◇
事業所の名称

株式会社 イカイプロダクト 福島事務所

許可番号

派22-300416

事業所の所在地 〒960-8036 福島県福島市新町4-24 メゾンエスプリ2階東

① 2021年6⽉1⽇ 現在︓派遣労働者の数

11 ⼈

② 2020年度︓派遣先事業所数（実数）

4件

③ 2020年度︓労働者派遣に関する料⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

15,478 円

業務別の労働者派遣に関する料⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
④ 2020年度︓派遣労働者の賃⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

11,948 円

業務別の派遣労働者の賃⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
⑤ 2020年度︓全業務のマージン率の平均

＊（③－④）÷③ ⼩数点第２位を四捨五⼊

22.8%

⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
締結しているか否か

締結している

対象となる派遣労働者の範囲
当該協定の有効期間

全ての派遣労働者
2020年4⽉1⽇

〜

2021年3⽉31⽇

⑦ 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
○ キャリア・コンサルティングの窓⼝
キャリア・コンサルティングの相談窓⼝を開設し、担当者が相談に応じる。
担当者︓ 芹澤周也、吉⽥優英

電話番号︓ 024-521-1306

○キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類

対象者

実施⽅法

賃⾦⽀給状況

派遣労働者の
費⽤負担

⼊職時教育

新規雇⼊れ派遣社員

OFF－JT・OJT

有給

無償

職能別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

階層別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

⑧ その他
・派遣労働者には、健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険にご加⼊いただきます。（雇⽤条件によっては加⼊できない場合があります。）
・育児休業、介護休業等の制度もあります。（対象者の条件をご確認下さい。）
【マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費】
マージン率は、派遣料⾦から派遣労働者の賃⾦を除いた⾦額が派遣料⾦に占める割合を⽰すものですが、このマージン率に相当
する⾦額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
① 社会保険料
派遣労働者の社会保険料（健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険）の約半分を雇⽤主である当事業所が負担しています。また、
労働者災害補償保険の保険料（全額）を負担しています。
② 派遣労働者の有給休暇費⽤
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃⾦は、当事業所が負担しています。
③ 募集費、教育訓練費、福利厚⽣費等
当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健
康診断費⽤等の福利厚⽣費などの費⽤が必要です。
④ その他の経費
当事業所の営業担当者や労務管理担当者などの⼈件費、事務所の賃借料等、事業の運営のために必要な経費があります。

◇ 労働者派遣事業の状況 ◇
事業所の名称

株式会社 イカイプロダクト 湘南営業所

許可番号

派22-300416

事業所の所在地 〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原3-2-3 パストラル⼆⾒2階

① 2021年6⽉1⽇ 現在︓派遣労働者の数

190 ⼈

② 2020年度︓派遣先事業所数（実数）

5件

③ 2020年度︓労働者派遣に関する料⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

17,055 円

業務別の労働者派遣に関する料⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
④ 2020年度︓派遣労働者の賃⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

11,766 円

業務別の派遣労働者の賃⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
⑤ 2020年度︓全業務のマージン率の平均

＊（③－④）÷③ ⼩数点第２位を四捨五⼊

31.0%

⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
締結しているか否か

締結している

対象となる派遣労働者の範囲
当該協定の有効期間

全ての派遣労働者
2020年4⽉1⽇

〜

2021年3⽉31⽇

⑦ 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
○ キャリア・コンサルティングの窓⼝
キャリア・コンサルティングの相談窓⼝を開設し、担当者が相談に応じる。
担当者︓ 芹澤周也、落合貴之

電話番号︓ 0463-93-4098

○キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類

対象者

実施⽅法

賃⾦⽀給状況

派遣労働者の
費⽤負担

⼊職時教育

新規雇⼊れ派遣社員

OFF－JT・OJT

有給

無償

職能別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

階層別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

⑧ その他
・派遣労働者には、健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険にご加⼊いただきます。（雇⽤条件によっては加⼊できない場合があります。）
・育児休業、介護休業等の制度もあります。（対象者の条件をご確認下さい。）
【マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費】
マージン率は、派遣料⾦から派遣労働者の賃⾦を除いた⾦額が派遣料⾦に占める割合を⽰すものですが、このマージン率に相当
する⾦額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
① 社会保険料
派遣労働者の社会保険料（健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険）の約半分を雇⽤主である当事業所が負担しています。また、
労働者災害補償保険の保険料（全額）を負担しています。
② 派遣労働者の有給休暇費⽤
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃⾦は、当事業所が負担しています。
③ 募集費、教育訓練費、福利厚⽣費等
当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健
康診断費⽤等の福利厚⽣費などの費⽤が必要です。
④ その他の経費
当事業所の営業担当者や労務管理担当者などの⼈件費、事務所の賃借料等、事業の運営のために必要な経費があります。

◇ 労働者派遣事業の状況 ◇
事業所の名称

株式会社 イカイプロダクト 相模事業所

許可番号

派22-300416

事業所の所在地 〒254-0041 神奈川県平塚市浅間町6-15 パナハイツひらつか

① 2021年6⽉1⽇ 現在︓派遣労働者の数

77 ⼈

② 2020年度︓派遣先事業所数（実数）

21 件

③ 2020年度︓労働者派遣に関する料⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

17,717 円

業務別の労働者派遣に関する料⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
④ 2020年度︓派遣労働者の賃⾦の額の平均額（１⽇（８時間あたり）の額の平均）
全業務平均

11,434 円

業務別の派遣労働者の賃⾦の額の平均額は、別紙のとおり。
⑤ 2020年度︓全業務のマージン率の平均

＊（③－④）÷③ ⼩数点第２位を四捨五⼊

35.5%

⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
締結しているか否か

締結している

対象となる派遣労働者の範囲
当該協定の有効期間

全ての派遣労働者
2020年4⽉1⽇

〜

2021年3⽉31⽇

⑦ 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
○ キャリア・コンサルティングの窓⼝
キャリア・コンサルティングの相談窓⼝を開設し、担当者が相談に応じる。
担当者︓ 芹澤周也、佐藤浩安

電話番号︓ 0463-74-4308

○キャリアアップに資する教育訓練
教育訓練の種類

対象者

実施⽅法

賃⾦⽀給状況

派遣労働者の
費⽤負担

⼊職時教育

新規雇⼊れ派遣社員

OFF－JT・OJT

有給

無償

職能別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

階層別教育

派遣業務従事者

OFF－JT・OJT

有給

無償

⑧ その他
・派遣労働者には、健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険にご加⼊いただきます。（雇⽤条件によっては加⼊できない場合があります。）
・育児休業、介護休業等の制度もあります。（対象者の条件をご確認下さい。）
【マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費】
マージン率は、派遣料⾦から派遣労働者の賃⾦を除いた⾦額が派遣料⾦に占める割合を⽰すものですが、このマージン率に相当
する⾦額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
① 社会保険料
派遣労働者の社会保険料（健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険）の約半分を雇⽤主である当事業所が負担しています。また、
労働者災害補償保険の保険料（全額）を負担しています。
② 派遣労働者の有給休暇費⽤
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃⾦は、当事業所が負担しています。
③ 募集費、教育訓練費、福利厚⽣費等
当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健
康診断費⽤等の福利厚⽣費などの費⽤が必要です。
④ その他の経費
当事業所の営業担当者や労務管理担当者などの⼈件費、事務所の賃借料等、事業の運営のために必要な経費があります。

