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労働者派遣事業の許可を取消し、
特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました
～「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施～
厚生労働省は平成 28 年５月 23 日付で、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（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」とい
う。）第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者
派遣事業の許可取消しを通知し、また、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等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 73 号。以下
「労働者派遣法改正法」という。）附則第６条第４項に基づき、特定労働者派遣事業
を営む派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。詳細は
下記のとおりです。
１ 被処分派遣元事業主
（１）派遣元事業主
別添１の一覧表に記載のとおり
（２）特定派遣元事業主 別添２の一覧表に記載のとおり
２ 処分内容
（１）派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条１項に基づき、労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法改正法附則第６条第４項に基づき、特定労働者派遣事業の廃止を
命ずる。

３

処分理由
別添の派遣元事業主は、
① 労働者派遣法第 23 条第３項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出し
なければならないとされているにもかかわらず、平成 25 年度分または 26 年度
分について、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
する法律施行規則（昭和 61 年労働省令第 20 号）第 17 条の２に規定する提出
期限を経過してもこれを提出することなく、
② これに対する労働者派遣法第 48 条第１項に基づく指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づく指示を行ったにもかかわらず、
関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第 23 条第３項の規定に違反したこと。
※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

（別添）
○ 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（昭和 60 年法律第
88 号）
（抄）
（許可の取消し等）
第十四条

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第

一項の許可を取り消すことができる。
一～三
四

（略）

第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三第三項、第二
十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反し
たとき。

２

（略）

（事業報告等）
第二十三条
～２
３

（略）
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合

を厚生労働大臣に報告しなければならない。
４～５

（略）

（指導及び助言等）
第四十八条

厚生労働大臣は、この法律（前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十

条及び第五十一条第一項において同じ。）の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をす
る事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派
遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
２

（略）

３

厚生労働大臣は、第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替え
て適用する同条第一項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第一項の規定による指導又は助言をし
た場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の
規定より読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な
措置をとるべきことを指示することができる。

○

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の一部を改正する法律

（平成 27 年法律第 73 号）（抄）
附則（特定労働者派遣事業に関する経過措置）
第六条

この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣

事業（旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。）を行っている者は、施行日から起
算して三年を経過する日までの間（当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じら
れたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、
当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間）は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、
引き続きその事業の派遣労働者（業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。）が常時雇
用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の
申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があ
る日までの間も、同様とする。
２～３
４

（略）

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号（第四号から第七
号までを除く。）のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指
示を受け、若しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、
なお新法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の
廃止を、当該労働者派遣事業（二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、
各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時旧法第六条第四号か
ら第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

５～７

○

（略）

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施行規則（昭和 61 年労

働省令第 20 号）（抄）
（関係派遣先への派遣割合の報告）
第十七条の二

法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、

当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書（様式第十二号の二）を厚生労働大臣に提出すること
により行わなければならない。

別添１

対象となる派遣元事業主一覧表
番号

届出受理番号

届出受理年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

住所

代表者の氏名

1

派13-040774

平成15年12月1日

株式会社日本セパレートシステム

東京都豊島区南池袋二丁目２７番１７号

杉村 英人

2

派13-304020

平成20年10月1日

株式会社トライアイ

東京都港区西麻布１‐１１‐８

植山 宏哉

別添２

対象となる特定派遣元事業主一覧表
番号

届出受理番号

届出受理年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

住所

代表者の氏名

1

特13-303478

平成18年8月8日

有限会社インディゴクライン

東京都豊島区東池袋5-52-13藤和シティホームズ501号

今井 貴美

2

特13-305843

平成19年4月23日

有限会社エクセルシア

東京都中野区上高田２ー３ー４２

生島 孝弘

3

特13-308140

平成20年2月21日

株式会社 Ｌａｎｄｉｎｇ Ｎｅｔ

東京都稲城市東長沼１５９８番地４

後藤 温子

4

特13-308606

平成20年4月15日

株式会社 アクトシーン

東京都新宿区百人町１-１８-８ 大久保カドビル

本多 克宏

5

特13-310647

平成21年2月10日

株式会社 グリッドレイ

東京都港区赤坂２-１３-１９

北原 直樹

6

特13-311229

平成21年5月15日

ア・リング株式会社

東京都渋谷区道玄坂二丁目１５番１号 ノア道玄坂５１４号室

安居 院哲

7

特13-311367

平成21年6月16日

東京セルマー有限会社

東京都武蔵野市西久保３丁目１８番 リヴェール武蔵野４-２０７号 岡野 伸一

8

特13-313410

平成22年11月22日

株式会社ジェイフォースコンサルティング

東京都中央区日本橋堀留町一丁目３番１６号 Ｓ-１
日本橋ビル２０６号

冨澤 洋次

9

特13-041194

平成15年4月1日

パンスペース 株式会社

東京都港区虎ノ門１ー８ー１０

渡部 温彦

10 特13-060122

平成3年1月1日

株式会社ニューテック

東京都大田区西蒲田７ー２１ー８

増川 美知子

11 特13-130104

平成9年11月1日

有限会社 イデア

東京都江東区大島５丁目４８番１８号

浅倉 隆

12 特13-200038

平成5年7月1日

三和商事株式会社

東京都調布市緑ヶ丘２-６０-８

小塚 甚五郎

13 特13-300201

平成16年4月30日

有限会社スリービーム

東京都港区東麻布２‐２７‐６‐１０１

中池 護

14

平成16年10月5日

有限会社メディア・ポケット

東京都中野区新井１ー３６ー３

前田 尚通

15 特13-300797

平成16年12月14日

株式会社 東京サービスクリエイティブ

東京都江戸川区鹿骨１ー３８ー１６ー303

難波 安春

16 特13-301299

平成17年4月28日

株式会社 ケーシーアイ

東京都江東区平野２ー２ー３１

川又 健司

17 特13-301453

平成17年6月9日

株式会社 ソーワシステム

東京都国立市富士見台３ー３３ー１０

菅原 章一

18 特13-301688

平成17年8月2日

株式会社 ケー・フォー

東京都世田谷区八幡山３ー２７ー７

鴨志田 健二

19 特13-301952

平成17年9月27日

有限会社 エヌケーシステム

東京都立川市曙町1-24-4

加茂 信行

20 特13-302417

平成17年12月26日

有限会社 アイケイワイ・スタッフ

東京都中野区中央2-30-9 ツバセスＰＡＲＴ18中野坂上319

藤田 清志

21 特13-302771

平成18年3月22日

有限会社 ヒューリンク・コミュニケーションズ

東京都杉並区大宮１ー１３ー９

根岸 良成

22 特13-302835

平成18年3月30日

有限会社 マイクロクラフト

東京都大田区田園調布本町32-7-202

宮川 滋子

23

特13-302855

平成18年3月31日

有限会社アデッソ

千葉県千葉市若林区加曾利町８６９-３１

竹原 眞子

24 特13-302914

平成18年4月17日

有限会社 オフィスステラ

東京都荒川区東日暮里1-11-4

青木 和彦

25 特13-303835

平成18年10月2日

有限会社 レイズフォース

東京都中野区中野３ー４５ー１６

尾見 承久

26 特13-304224

平成18年11月24日

株式会社 テクノエンジニアリング

東京都練馬区中村北4-2-12-1105

金子 順次郎

27 特13-304374

平成18年12月12日

株式会社ジョブ・テル・ランド

東京都八王子市西方倉2-25-2 ｵﾘｵﾝ102号

三浦 輝正

28 特13-304425

平成18年12月15日

株式会社北典社

東京都台東区寿２‐１０‐１６

吉川 健次

29 特13-304797

平成19年1月29日

株式会社パワーコール

東京都大田区大森北3-24-2-302 真砂ビル

本田 善三

30 特13-305164

平成19年3月1日

株式会社フィールドワン

東京都渋谷区本町４丁目２９番２号

楠本 力

31 特13-305224

平成19年3月6日

株式会社アドバンス・テクノロジー・インターナショナル 東京都杉並区成田東二丁目９番９号

渡邉 政子

32

平成19年3月8日

有限会社アイ・ティー・シー

東京都荒川区西尾久８丁目１２番９ー５２０号

田口 寧

33 特13-305394

平成19年3月19日

有限会社サクラプランナーズ

東京都町田市小山田桜台２丁目３番地４３

井上 明美

34 特13-305521

平成19年3月27日

有限会社パートナーシップ

東京都町田市市原町田５丁目４番３号２０４

中嶋 大輔

35 特13-305758

平成19年4月13日

株式会社瀬川事務所

東京都新宿区原町一丁目３７番地

瀬川 直美

36 特13-305780

平成19年4月17日

株式会社プロポジションアンドカンパニー

東京都中央区東日本橋二丁目９番２号 東日本橋２９２ビル３階

松尾 康史

37

平成19年5月30日

ウォークウェイ株式会社

東京都新宿区山吹町１６ 大野ビル２階

金田 秀昭

38 特13-306232

平成19年6月4日

株式会社Ｃｒｅｓｃｅｎｔ

東京都中野区本町４丁目４４番１３号 西京城西ビル２Ｆ

金城 景敏

39 特13-306267

平成19年6月7日

ファースト・ウェーブ株式会社

東京都千代田区神田神保町１ー１０３

樋浦 悟朗

40 特13-306665

平成19年7月30日

有限会社トップエアーシステム

東京都足立区鹿浜１ー２０ー１２ さくらビル７０１号

永原 英克

41 特13-306697

平成19年8月1日

有限会社サンプラネット

東京都千代田区富士見一丁目５番１ パラシオン飯田橋３０４号

市丸 善宏

42 特13-307254

平成19年10月16日

さくらＫＩＳＬ情報システム株式会社

東京都品川区荏原四丁目７番３号

西村 健一

43 特13-307404

平成19年11月2日

株式会社 リング

東京都台東区台東２ー１ー１

佐藤 大輔

特13-300590

特13-305254

特13-306192

番号

44

届出受理番号
特13-307828

届出受理年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

住所

代表者の氏名

平成20年1月17日

株式会社 葦束

東京都港区三田３丁目１番１９号

藤沼 卓

45 特13-308033

平成20年2月8日

株式会社 大喜

東京都品川区西五反田五丁目１１番８

谷口 駿一郎

46 特13-308189

平成20年2月27日

合資会社 シグモント

東京都千代田区三番町７番地５号

小野田 渉

47 特13-308553

平成20年4月4日

株式会社 松本興運

東京都足立区堀之内二丁目１１番１号

松本 百生

48 特13-308592

平成20年4月11日

株式会社 プラック

東京都町田市金井町２０５６番地５６

篠原 勝年

49 特13-308795

平成20年5月16日

巳ノ助 合資会社

東京都江東区越中島一丁目３番１-５４３

永澤 信見

50 特13-308884

平成20年5月28日

小倉クレーン 株式会社

東京都八王子市下柚木２１２１番地２

小倉 久実子

51 特13-308986

平成20年6月10日

株式会社 メセナ

東京都江東区扇橋２ー１７ー２

井上 隆治

52 特13-309678

平成20年9月8日

日本サーブ 株式会社

東京都港区麻布台３-４-１７

鈴木 良一

53

平成20年10月1日

株式会社 タック

神奈川県川崎市多摩区登戸2888-3

渡邊 正樹

54 特13-309995

平成20年10月17日

株式会社 Ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ

東京都中央区銀座２丁目９番１３号

林 明慶

55 特13-310247

平成20年11月26日

株式会社プラグド

東京都新宿区新宿１丁目８番１０号

原田 歩

56 特13-310814

平成21年3月6日

株式会社日本イヤーエステ協会

東京都渋谷区恵比寿西１丁目１７番２号

高橋 光子

57 特13-310840

平成21年3月11日

株式会社ハルモニア

東京都中央区銀座５-６-１２

植月 貴士

58 特13-311154

平成21年4月28日

株式会社ヴェルト

東京都杉並区堀ノ内１丁目１７番３７号

成瀬 英治

59 特13-311544

平成21年7月22日

株式会社リテイリングイレブン

東京都墨田区押上三丁目３６番１１号

三井 秀明

60 特13-312102

平成21年12月3日

株式会社ワンダーゲート

東京都大田区仲六郷二丁目２０番５号

木村 富美江
工藤 耕一

特13-309884

61 特13-312242

平成22年1月21日

株式会社インテリジェント システム

東京都小金井市前原町五丁目１１番７号
アドリーム武蔵小金井４１４号

62

特13-312364

平成22年2月23日

株式会社エヌエスエス

東京都新宿区百人町３丁目３番１１号 中鉢ビル１階・地下１階

中鉢 俊一

63 特13-312394

平成22年2月26日

ブロードウェブソリューション株式会社

東京都狛江市和泉本町１-７-５

原 利一

64 特13-312553

平成22年3月31日

株式会社アキシオン

東京都港区赤坂３ｰ１０-５

荒木 定虎

65 特13-312697

平成22年4月28日

株式会社ファミリアリー

東京都北区赤羽北３-６-３ 佐牟田ビル３Ｆ３０１号室

木島 隆夫

66 特13-312770

平成22年5月21日

株式会社インテック

東京都港区赤坂二丁目15番4号

矢野 直樹

67 特13-313019

平成22年7月30日

オール・システム・テクノロジー株式会社

東京都東村山市美住町二丁目3番地13 ﾍﾞﾙｼｵﾝﾐｽﾐ302

塚本 勝也

68 特13-313219

平成22年9月27日

株式会社グローバル

東京都杉並区天沼１-３１-６

宮島 郁夫

69 特13-313221

平成22年9月28日

株式会社グッジョブ

東京都港区赤坂2丁目13番21号 清川ビル301

田中 良憲

70 特13-313302

平成22年10月19日

株式会社プログレス

東京都町田市本町田２８６６番地４

矢澤 義雄

71

平成22年10月27日

株式会社ヴィアイシー

東京都港区南青山二丁目17番3号

成田 博美

72 特13-313998

平成23年5月27日

合同会社セブンストリート

東京都荒川区町屋１丁目３８番２２-４０７号 エステ・スクエア町屋 白石 信樹

73 特13-314295

平成23年8月31日

社会保険労務士法人人事部サポートＳＲ

東京都新宿区西新宿八丁目３番３０号

藤田 敏克

74 特13-315565

平成24年9月25日

株式会社ポラリス

東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目１番８号 バルビゾン８

小林 英二

75 特13-315635

平成24年10月19日

株式会社ＭＴロジスティックス

東京都足立区花畑三丁目１８番１号

樋口 勇

76 特13-316152

平成25年4月10日

株式会社オリオン情報サービス

東京都新宿区高田馬場１‐２９‐７

阿部 惠一

77 特13-316343

平成25年6月3日

株式会社システムキューブ

東京都渋谷区南平台町１５‐１２

中嶋 大輔

特13-313326

