
  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  27 人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  ５ 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  １１，200円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  7,755円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  ３0.8％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口久留米支店 電話番号 0942-27-8789 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 久留米支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 

 



  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  28 人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  10 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  13,325円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  9,747円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  26.9％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口熊本支店 電話番号 096-223-9012 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 熊本支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 

 



  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  28 人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  ５ 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  13,510円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  9,953円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  26.3％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口鹿児島支店 電話番号 099-814-7230 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 鹿児島支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 

 



  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  28 人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  ５ 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  13,510円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  9,953円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  26.3％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口大分支店 電話番号 0975-35-8731 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 大分支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 

 



  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  32 人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  8 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  14,256円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  10,239円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  28.2％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口福岡支店 電話番号 092-292-3720 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 福岡支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 

 



  

マージン率などの情報について 
 

①  令和２年６月1日付け 派遣労働者数  10人 

 

②  令和元年度 派遣先事業所数（実数）  ５ 事業所 

 

③  令和元年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額  12,740円(８時間 全業務平均) 

 

④  令和元年度 派遣労働者の賃金の額の平均額  8,910円(８時間 全業務平均) 

 

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を 

当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率） 

令和元年度 マージン率平均  ３0.1％  

  【補足ご説明】 お給与以外の額は、社会・労働保険料、福利厚生・教育研修・サポート、事業運営等の費用で 構成さ

れております。  

 

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 

労使協定の締結の有無   労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 

 有 （協定の有効期間の終期：２０２２年３月３１日） 全ての派遣労働者 

 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容  

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口北九州支店 電話番号 093-383-9590 

⑧  その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など） 

 

 

会 社 名 日本創研株式会社 北九州支店     

許可番号 派４０－３００５５８    

訓練種別 対象者となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

マナーアップ講習 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作初級 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

品質管理講習 雇入時 OJT 無償 有給 

CAD操作講習 待機中 OFF-JT 無償 有給 

ＯＡ機器操作 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

リーダー養成講習 派遣中 OJT 無償 有給 

業務改善教育 派遣中 OJT 無償 有給 
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