
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

株式会社ビルドテクノサービス(以下「甲」という。)と株式会社ビルドテクノサービス

従業員代表(以下「乙」という。)は、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次

のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲)

第1条　本協定は、派遣先で下記に掲げる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。

①建築技術者

②システム運用管理者

③事務
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　甲は、対象従業員について、一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。

(賃金の構成)

第2条　対象従業員の賃金の構成は以下の通りとする。

①基本給、家族手当、現場手当、資格手当(以下、 「基本給等」とする)

②賞与
③時間外労働手当、深夜〃休日労働手当

④通勤手当

⑤退職手当

(賃金の決定方法)

第3条　対象従業員の基本給等及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の

労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たす別表1に、対象従

業員が勤務する派遣先の事業所所在地に対応する別表1の地域調整を乗じたものと

てする。

(一)比較対象となる同種の業務に従事する-般の労働者の職種は、令和元年7月8日職

発0708第2号「令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する
一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」 (以下「通達」という。)に定める

「職業安定業務統計」 (厚生労働省)の下記の職種とする。

(ア)建築技術者(091建築技術者)

(イ)システム運用管理者(105システム運用管理者)

(ウ)事務(257総合事務員)

(二)通勤手当については、基本給等及び賞与とは分離し実費支給とし、第6条のとおり

とする。



(三)地域調整については、就業地が東京都内、神奈川県および埼玉県に限られることか

ら、通達に定める「地域指数」の「東京都」、 「神奈川県」および「埼玉県」を用いる

ものとする。

第4条　対象従業員の基本給等及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のと

おりとする。

( 1 )別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上である

こと

(2)別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃

金の額との対応関係は次のとおりとすること

Aランク:10年

Bランク:3年

Cランク:0年

2　甲は、第9条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったと

しても、その経験の蓄積〃能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1 -3%

の範囲で能力手当を支払うこととする。

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に

応じた派遣就業の機会を提示するものとする。

第5条　対象従業員の時間外労働手当、深夜"休日労働手当は、従業員就業規則第23条に

準じて、法律の定めに従って支給する。

第6条　対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。ただし、

交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員であっ

て交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般

に利用しうる最短の経路の長さによる。)が片道2km未満であるものを除く。

第7条　対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。

(-)退職手当の受給に必要な最低勤続年数:

通達に定める「平成30年中小企業の賃金〃退職金事情」 (東京都)の「退職一時金

受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退

職及び会社都合退職のいずれも3年)

(ニ)退職時の勤続年数ごと(3年、 5年、 10年、 15年、 20年、 25年、 30年、 33年)の

支給月数:
「平成30年中小企業の賃金"退職金事情」の大学卒の場合の支給率(月数)に、同

調査において退職手当制度があると回答した企業の割合をかけた数値として通達に

定めるもの

第8条　対象従業員の退職手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表4のとおりとす

る。



(-)別表3に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下

であること

(ニ)別表3に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月

数以上であること

(賃金の決定に当たっての評価)

第9条　賞与の決定は、無期雇用従業員を対象とし、半期ごとに行う勤務評価の結果に基

づいて、その額を決定する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得な

い事情がある場合には、支給しないことがある。

2　基本給の決定は、原則として毎年5月に行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は

従業員就業規則第22条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第4条2項の

昇給の範囲を決定する。

(賃金以外の待遇)

第10条　教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、従業員就業規則第28条から第32条の規定を準用する。

(教育訓練)

第11条　労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ

き別途定める「キャリアアップに資する教育訓練計画」に従って、着実に実施する。

(その他)

第12条　本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間)

第13条　本協定の有効期間は、令和2年4月1日から令和3年3月3「日までの1年間と

する。

令和2

甲　代表取締役　太田　真人

乙　従業員代表　田中　雅也



別表1　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給等及び賞与の関係)

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 

〇年 �1年 �2年 �3年 �5年 �1〇年 �2〇年 

1 �建築技術者 �通達に定める 職業安定業務 統計 �1,365 �1,583 �1,732 �1,8○○ �1,895 �2,232 �2,785 

地域調整 �(東京) 114.1 �1,558 �1,807 �1,977 �2,054 �2,163 �2,547 �3,178 

(神奈川) 109.5 �1,495 �1,734 �1,897 �1,971 �2,076 �2,445 �3,050 

(埼玉) 105.5 �1,441 �1,671 �1,828 �1,899 �2,〇〇〇 �2,355 �2,939 

2 �システム運用 管理者 �通達に定める 職業安定業務 統計 �1,232 �1,429 �1,563 �1,625 �1,710 �2,014 �2,513 

地域調整 �(東京) 114.1 �1,406 �1,631 �1,784 �1,855 �1,952 �2,298 �2,868 

(神奈川) 109.5 �1,350 �1,565 �1,712 �1,780 �1,873 �2,206 �2,752 

(埼玉) 105.5 �1,3○○ �1,508 �1,649 �1,715 �1,805 �2,125 �2,652 

3 �総合事務員 �通達に定める 職業安定業務 統計 �1,〇〇〇 �1,160 �1,269 �1,319 �1,388 �1,635 �2,040 

地域調整 �(東京) 114.1 �1,141 �1,324 �1,448 �1,505 �1,584 �1,866 �2,328 

(神奈川) 109.5 �1,095 �1,271 �1,390 �1,445 �1,520 �1,791 �2,234 

(埼玉) 105.5 �1,055 �1,224 �1,339 �1,392 �1,465 �1,725 �2,153 



別表2　対象従業員の基本給及び賞与の額

①　建築技術者

等級 �職務の内容 �基本給等 �賞与 �合計額 (上段:東京都、 �(上段:東京都、 �(上段:東京都、 
中段:神奈川県、 �中段:神奈IIi県、 �中段:神奈川県、 
下段:埼玉県) �下段:埼玉県) �下段:埼玉県) 

A �上級建築技術者(設計 図書を的確に把握した うえで、施工および工 �1,962一 �588 �2,550′- 
1,885~ �565 �2,450~ 

ランク �程計画を立案し、施工 の要求品質を確保しつ つ工事を遂行できる。) 

1,815… �545 �2,360… 

B �中級建築技術者(設計 図面、工事内容を理解 したうえで、工事工程 �1,585・- �475 �2,060~ 
1,523… �457 �1,980… 

ランク �を作成し、工事管理お よび工事を遂行でき 　る。) 

1,462~ �438 �1,9○○… 

C ランク �初級建築技術者(現場 状況を理解したうえ で、指示に従い現場ル ールを守り施工管理が できる。) �1,2○○~ �360 �1,560… 
1,154′- �346 �1,5○○′- 

1,115… �335 �1,450- 

②　システム運用管理者

等級 �職務の内容 �基本給等 �賞与 �合計額 (上段:東京都、 �(上段:東京都、 �(上段:東京都、 
中段:神奈川県、 �中段:神奈川県、 �中段:神奈川県、 
下段:埼玉県) �下段:埼玉県) �下段:埼玉県) 

A ランク �上級システム運用管理 者(情報システム業務 における高度な専門知 識と技能を有し、社内 外の中心として業務を 遂行および後進を指導 できる。) �1,769… �531 �2,3○○′- 
1,7○○~ �510 �2,210… 

1,638~ �492 �2,130… 

B �中級システム運用管理 者(実務経験による応 用力があり、サポート なしで日常業務を遂行 �1,431… �429 �1,860… 
1,369… �411 �1,780… 

ランク �できる能力水準があ る。必要とされる専門 的な業務分析能力や業 務知識がある。) 

1,323~ �397 �1,720~ 

C �初級システム運用管理 者(I丁の最低限の知識 �1,085~ �325 �1,410~ 
1,038~ �312 �1,350~ 

ランク �や技術専門的な知識が ある。) 

1,〇〇〇- �3○○ �1,3〇〇一 

対応する-般の �対応する 

労働者の平均的 �一般の労 

な賃金の額 �働者の能 
(上段:東京都、中段:神 �力・経験 
奈川県、下段:埼玉県) 

2,547 �1〇年 

2,445 

2,355 

2,054 �3年 

1,971 

1,899 

1,558 �〇年 

1,495 

1,441 

対応する一般の �対応する 
労働者の平均的 �一般の労 
な賃金の額 �働者の能 

(上段:東京都、中段:神 �力・経験 
奈川県、下段:埼玉県) 

2,298 �1〇年 

2,206 

2,125 

1,855 �3年 

1,780 

1,715 

1,406 �〇年 

1,350 

1,3○○ 



③　総合事務員

等級 �職務の内容 �基本給等 �賞与 �合計額 (上段:東京都、 �(上段:東京都、 �(上段:東京都、 
中段:神奈川県、 �中段:神奈川県、 �中段:神奈川県、 
下段:埼玉県) �下段:埼玉県) �下段:埼玉県) 

A ランク �上級総合事務員(中小 規模組織の責任者もし くは高度専門職・熟練 者として上位方針を踏 まえて管理運営、計画 作成、業務遂行、解決 等を行い、企業利益を 創出する業務を遂行で きる。) �1,438′- �432 �1,870… 
1,385~ �415 �1,8○○… 

1,331′- �399 �1,730′- 

B ランク �中級総合事務員(グル ープやチームの中心メ ンバーとして、創意工 夫を凝らしつつ、自主 的な判断、改善、提案 を行いながら業務を遂 行できる。) �1,162′- �348 �1,510′- 
1,115… �335 �1,450~ 

1,077… �323 �1,4○○… 

C �初級総合事務員(指揮 命令に従い、定例的な �1,013~ �137 �1,150~ 
1,011′→ �89 �1,1○○- 

ランク �業務を確実に遂行でき 　る。) 

926一 �134 �1,060… 

対応する一般の �対応する 

労働者の平均的 �一般の労 

な賃金の額 �働者の能 
(上段:東京都、中段:神 �力・経験 
奈川県、下段:埼玉県) 

1,866 �1〇年 

1,791 

1,725 

1,505 �3年 

1,445 

1,392 

1,141 �〇年 

1,095 

1,055 

(備考)

1賞与については、協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額を記載。

2　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、月給を月の所定労働時間数

で除して時給換算した額より比較するものとする。

3　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、賞与額は備考1に記載する

額(協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額)により比較するものとする。



別表3　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(退職金の関係)

勤続年数 ��3年 �5年 �1〇年 �15年 �2〇年 �25年 �3〇年 �33年 

支給月数 �自己都合退職 �0.8 �1.4 �3.1 �5.3 �7.6 �10.6 �13.3 �15.3 

会社都合退職 �1.2 �1.9 �4.1 �6.5 �8.9 �11.8 �14.5 �16.6 

(資料出所) 「平成3〇年中小企業の賃金・退職金事情」 (東京都)における退職金の支給率(モデル退職金・大学

卒)に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合(71.3%)をかけた数値として通達で定めた

もの

別表4　対象従業員の退職金の額

勤続年数 ��1年 �2年 �3年 �5年 �1〇年 �15年 �2〇年 �25年 �3〇年 �33年 
以上 �以上 �以上 �以上 �以上 �以上 �以上 �以上 �以上 �以上 

支給 月数 �自己都合 退職 �- �ー �0.9 �1.68 �4.2 �7.52 �12.42 �16.8 �19.6 �20.0 

会社都合 退職 �0.2 �0.4 �1.8 �2.8 �6.0 �9.4 �13.8 �16.8 �19.6 �20.0 

別表3 (再掲)

勤続年数 ��ー �- �3年 �5年 �1〇年 �15年 �2〇年 �25年 �3〇年 �33年 

支給 月数 �自己都合 退職 �ー �- �0.8 �1.4 �3.1 �5.3 �7.6 �10.6 �13.3 �15.3 

会社都合 退職 �- �ー �1.2 �1.9 �4.1 �6.5 �8.9 �11.8 �14.5 �16.6 

(備考)

1　退職金については、退職時の基本給額に退職金の支給月数を乗じて得た額を支給する。


