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一般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～
厚生労働省は本日(平成 27 年２月 25 日)、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（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、一般
労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、一般労働者派遣事業の許可の取消しを
通知し、また、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）一般派遣元事業主 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）一般派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条第１項第４号に基づき、一般労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法第 21 条第 1 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１・２の一覧表に記載する事業主は、
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のに、平成 25 年度分について労働者派遣
法施行規則第 17 条の２に規定する提出期限を経過しているにもかかわら
ず、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項の指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づき、指示を行ったにもかかわら
ず、関係派遣先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、一般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、なお第二十三条第三項又は第二十三条
の二の規定に違反したとき。

２

（略）

（事業廃止命令等）
第二十一条

厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号（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特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労
働者派遣事業（二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特
定労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時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特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
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、第二十三条第三項又は第二十三条の二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又は第二
十三条の二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

対象となる一般派遣元事業主一覧表
番号 許可番号
許可年月日
1 般13-304862 平成23年3月1日
2 般19-300128 平成24年5月1日

派遣元事業主の氏名又は名称
及び住所
代表者の氏名
東京都千代田区岩本町2丁目4番1号 小西 直人
ピットクルー株式会社
山梨県甲府市高畑二丁目5番18号 山土井 康能
株式会社グッドスタッフ

別添２

対象となる特定派遣元事業主一覧表
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

届出受理番号
特08-300555
特08-300465
特08-301398
特08-301307
特08-300976
特08-300732
特13-041143
特13-308608
特13-309808
特13-310947
特13-313378
特13-314490
特13-315241
特13-316825
特13-301970
特13-310316
特14-301445
特14-301871
特14-303583
特14-305150
特14-120029
特14-300397

届出受理年月日
平成18年12月26日
平成18年7月4日
平成25年9月20日
平成24年8月20日
平成21年3月16日
平成19年10月15日
平成14年6月1日
平成20年4月15日
平成20年9月25日
平成21年3月26日
平成22年11月12日
平成23年10月31日
平成24年6月13日
平成20年9月18日
平成17年9月29日
平成20年12月8日
平成18年11月24日
平成19年3月19日
平成21年3月24日
平成25年3月13日
平成14年2月1日
平成17年3月31日

派遣元事業主の氏名又は名称
株式会社みらい
沼澤 利雄
株式会社ＡＹＳ物流
石塚 武志
佐々木 守
株式会社ＨＭＥ
株式会社プレミア
有限会社オーイーシー
株式会社ｔｙｐｈｏｏｎ ｆｉｌｍ
エールジャパン株式会社
株式会社トライプレックスジャパン
株式会社日本サポートプロダクツ
アクティスプランニング株式会社
株式会社ウイズ
有限会社アパメックスジャパン
株式会社オーエスシー・エンターテイメント

23 特14-300883

平成18年3月20日

山家 重男

神奈川県高座郡寒川町一ノ宮8丁目18番地39号大橋アパート
202号

山家 重男

24 特14-301686

平成19年2月2日

谷村 昌輝

神奈川県大和市深見西二丁目3番6号 サンクレスト大和Ⅱ205号

谷村 昌輝

25 特14-301935
26 特14-302006

平成19年3月29日
平成19年4月11日

清水 龍
浅川 光正

神奈川県綾瀬市深谷中8丁目1番3号
神奈川県川崎市幸区鹿島田2丁目9番29号 みゆき荘202

清水 龍
浅川 光正

株式会社アップワード
株式会社ＷＯＲＫＳ
株式会社クリエイティブワーカーズ
株式会社Ｔ・Ｓ ＣＯＭＰＡＮＹ
深耕システム株式会社
尾関香奈子

及び住所
茨城県つくば市吉沼995
埼玉県川越市的場2丁目4番地6 ホワイエ的場C-202号室
茨城県笠間市押辺2698-5
栃木県栃木市藤岡町富吉981番地1
茨城県古河市東山田2944番地775
茨城県稲敷郡阿見町中央7-12-4
東京都港区西麻布3-2-9 サンライズ六本木4階Ｂ号室
東京都日野市豊田4-24-13
東京都世田谷区三軒茶屋二丁目53番5号
東京都新宿区新宿1-16-10
東京都港区南麻布三丁目20番1号 麻布グリーンテラス5階
東京都港区海岸１-２-３ 汐留芝離宮ビルディング21階
東京都世田谷区粕谷3-30-20
東京都中央区銀座6丁目6番1号
東京都豊島区東池袋1-39-15
東京都新宿区下落合1-4-3
神奈川県平塚市田村6-22-3 清水 順一朗 様方
神奈川県相模原市中央区上溝六丁目13番10号
神奈川県藤沢市大庭5056番地の4
神奈川県相模原市中央区上溝4472番地3
神奈川県三浦郡葉山町長柄887-1-103
神奈川県相模原市南区相武台団地2丁目6番5-45号

代表者の氏名
松山 アンドレ
沼澤 利雄
佐藤 勉
石塚 武志
佐々木 守
藤崎 博文
永久 兼次郎
大田 由己
宮田 智久
永見 武久
高橋 正明
高崎 泉
大島 勝
信清 城
唐沢 慶一郎
佐々木 一雄
清水 順一朗
齋藤 大介
今井 晃
矢野 孝明
武藤 敦子
尾関香奈子

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
27 特14-302563 平成19年10月31日 近藤 美智枝

及び住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目3番３－1011号

代表者の氏名
近藤 美智枝

28 特14-303156

平成20年7月15日

有限会社マハル

神奈川県川崎市幸区塚越四丁目363番地47

HOSSAIN MAHBUB
(穂瀬院 マハブブ)

29 特14-303832

平成21年9月29日

加々見 敏男

神奈川県横浜市中区石川町3丁目114番地12 セシリア元街
402号室

加々見 敏男

30 特14-304041
31 特14-304132
32 特14-304460

平成22年3月26日
平成22年5月27日
平成23年4月12日

丸山 裕史
浅野 勝
久保田 充

神奈川県横浜市港北区日吉五丁目12番21-301号
神奈川県横浜市瀬谷区中央１番地6第5白鳳ビル301
神奈川県相模原市中央区上溝7丁目21番8号

丸山 裕史
浅野 勝
久保田 充

33 特14-304742

平成24年1月5日

岡川 郷士

大阪府大阪市西成区天下茶屋東2丁目6番25号 レインボー天
下茶屋104号

岡川 郷士

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

平成25年1月25日
平成元年５月１日
平成18年3月17日
平成21年5月29日
平成23年4月22日
平成19年11月27日
平成20年8月15日
平成21年3月9日
平成22年9月21日
平成23年11月11日

株式会社アドバリュー
株式会社ベストテクノロジー
インフロント株式会社
有限会社テラスター
有限会社エイテックスネット
有限会社一力
有限会社アイスバーグ
株式会社湘南トレーディングス
有限会社万有設備工業
株式会社クオリティ・エージェント

東京都目黒区目黒本町二丁目１４番１９号
神奈川県川崎市幸区中幸町一丁目50番地 服部ビル2F
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷五丁目15番地の1
神奈川県横浜市緑区青砥町1077番地3
神奈川県横浜市港北区大豆戸町956番地 メイツ大倉山405号
神奈川県川崎市川崎区大島一丁目2番7号
神奈川県大和市大和南一丁目14番７ ドミール大和105
神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目2番4号クゲヌマファースト4F
神奈川県横須賀市二葉二丁目27番14号
神奈川県横浜市港北区日吉二丁目11番10号

早川
上光
石関
渡邊
蓑津
野村
田口
秋本
金坂
石川

44 特14-305225

平成25年6月11日

合同会社ケーズワークス

神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目14番41-304号 エアリーアベ
ニューコート

平中 健一

45
46
47
48
49
50
51
52

昭和61年10月1日
平成19年4月26日
平成19年9月28日
平成15年6月1日
平成16年5月26日
平成16年5月31日
平成16年10月21日
平成17年7月27日

株式会社日本マーベル
株式会社メディアスコープ
株式会社アクティクリエイティヴ
有限会社クワタ・システム・アーツ

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1-401号
神奈川県川崎市高津区下作延二丁目15番10号
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町381番地1
神奈川県川崎市多摩区菅北浦四丁目14番44号
ラーニングサポートアンドサービス株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センター7階
有限会社男子専装
神奈川県横浜市神奈川区七島町138
杉山 進
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町295-1露木ビル505
ジャストプランニング有限会社
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-15-26佐藤荘103号

平成18年2月10日

株式会社アットオール

特14-305116
特14-040086
特14-300879
特14-303692
特14-304475
特14-302628
特14-303212
特14-303553
特14-304252
特14-304690

特14-020012
特14-302062
特14-302475
特14-140145
特14-300077
特14-300084
特14-300220
特14-300548

53 特14-300818

伊藤
下地
添田
桒田
原岡
白石
杉山
井坂

利彦
隆義
啓粘
宗幸
正寛
正幸
哲也
雄士
昌平
和信

直道
亮太
充啓
勇太郎
正志
裕治
進
直吉

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目13番18号プリマヴェーラ
岩城 栄治
新横浜704号

番号
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

届出受理番号
特14-301159
特14-301321
特14-302226
特14-302575
特14-302744
特14-303278
特14-303623
特14-304483
特14-305147
特14-010439
特14-302013
特14-302767
特14-304993
特14-010587
特14-150120
特14-300180
特14-300249
特14-300923

届出受理年月日
昭和62年2月1日
平成18年10月17日
平成19年6月22日
平成19年11月6日
平成20年1月25日
平成20年9月19日
平成21年4月13日
平成23年4月27日
平成25年3月11日
昭和63年5月1日
平成19年4月12日
平成20年2月5日
平成24年9月18日
平成15年7月1日
平成13年3月1日
平成16年9月14日
平成16年11月22日
平成18年4月6日

派遣元事業主の氏名又は名称
株式会社泉エンジニアリング
佐藤 ホセルイス
株式会社Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ
有限会社龍飛実業
株式会社キャスティングドリーム
株式会社ヨコハマミント
合資会社NTP
有限会社ヒューテック
株式会社フローズ
株式会社エイシーエス
ビジネス・アイ株式会社
有限会社新星テクニカルサービス
株式会社ファースト
有限会社ＧＡＩＡ
カボ・コーポレーション株式会社
有限会社レジェンド
有限会社エスケイ工業
株式会社ＴＭ物流

及び住所
神奈川県横浜市中区弥生町二丁目15番1号
神奈川県横浜市鶴見区生麦3-4-4東洋ハイツ205
神奈川県横浜市中区扇町二丁目4番地3第一ミヤビル1001号
神奈川県川崎市川崎区東田町7-2東田ビル3Ｆ
神奈川県横浜市中区山下町1番地シルクセンター1013号
神奈川県横浜市戸塚区吉田町136番地
神奈川県横浜市西区老松町38番地
神奈川県横浜市青葉区藤が丘二丁目13番3谷本ビル306
神奈川県横浜市南区中島町二丁目27番2号
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目7番地12
神奈川県横浜市港北区綱島西一丁目4番26-305号
神奈川県川崎市川崎区藤崎二丁目18番10号
福岡県福岡市博多区東那珂一丁目12番47号
神奈川県横浜市西区南幸2-12-6
神奈川県横浜市港北区新横浜1-1-8
神奈川県平塚市中原3-8-11 矢野アパートＡ－202
神奈川県伊勢原市神戸477-4
神奈川県横浜市西区岡野二丁目7番7号

代表者の氏名
近藤 健
佐藤 ホセルイス
阿部 順次
任 雲竜
加藤 知哉
梅津 修一
小垣 喜信
瑞光 弘志
小松 道子
江幡 裕司
石上 昇
牧山 俊雄
平山 輝彦
藤井 洋子
高谷 宏
栗島 康隆
小室 久美子
恩田 将裕

72 特14-301439

平成18年11月22日 有限会社スマート

神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1番10 本牧ターミナルオフィス
香内 誠二郎
センター4階403号室

73 特14-302624

平成19年11月26日 慧和株式会社

神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 京浜ビル2階

74 特14-303012

平成20年5月16日

有限会社日工建

神奈川県相模原市中央区千代田一丁目8番22号 メゾンビュー
日高 剛
102号

75 特14-303626

平成18年4月12日

アトムクリエイトエンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町4番地21

76 特14-304644

平成23年9月20日

株式会社ジェムス・インターナショナル

神奈川県横浜市磯子区栗木二丁目36番18号 エスピリツグロリ エスピリツ グロリア
アデフラス 様方
デフラス

77 特14-304830

平成24年3月30日

植田産業株式会社

神奈川県横須賀市二葉一丁目19番1号

植田 鉄也

78 特19-300013

平成16年8月10日

有限会社ホープ

山梨県中巨摩郡昭和町上河東540-2

アグレイン エデラウ
ド オグスク

79 特19-300055
80 特19-300095
81 特19-050001

平成17年11月16日 株式会社ラディックス
平成18年11月21日 有限会社カズ・エンタープライズ
昭和61年7月1日
株式会社クリーン山梨

山梨県甲府市中小河原1-12-29
山梨県甲斐市島上条135番地シティー甲洋105
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門717

深沢 さだ江
沢谷 一省
北條 純子

夏目 義市

小林 信雄

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

及び住所

代表者の氏名

82 特23-303853

平成20年10月30日 株式会社ジェイボックス

愛知県豊明市新栄町5-1-1 グローリアスコート豊明新栄第五
305号

林 洋平

83 特23-020433
84 特23-304895
85 特23-304727

平成14年1月1日
平成23年3月8日
平成22年10月8日

愛知県名古屋市中川区法華西町2-50
愛知県豊川市大崎町門42-2
愛知県安城市石井町髙井280

本田 秀明
鎌倉 稔
長澤 大輔

86 特23-301845

平成18年12月25日 松本 良一

愛知県名古屋市熱田区六野1-2-21 ザ・ライオンズ ミッドキャ
松本 良一
ピタルタワー2909

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

平成19年9月28日
平成20年3月3日
平成21年9月2日
平成19年3月14日
平成20年10月14日
平成23年4月12日
平成25年9月11日
平成19年12月11日
平成24年2月21日
平成18年4月3日
平成19年2月16日
平成19年3月2日
平成19年5月30日
平成23年3月9日
平成16年12月16日
平成19年9月27日
平成21年3月9日
平成21年10月5日
平成19年4月26日
平成15年2月1日
平成18年5月24日
平成18年11月16日
平成20年5月8日
平成22年5月21日
平成23年9月21日

岐阜県土岐市島田町3-42
愛知県豊田市若林東町新屋敷31 グリーンパーク若林Ａ 202号
愛知県安城市東別所町新開168-1 別所団地145
滋賀県東近江市御園町269-3
滋賀県彦根市野田山町900-121
滋賀県彦根市平田町266番地3-104号
滋賀県草津市東矢倉1丁目6番28-101号
滋賀県湖南市菩提寺1492-586
京都府京都市中京区聚楽廻東町31番地22
大阪府大阪市中央区安土町一丁目7番13号 トヤマビル本館5階
大阪府枚方市香里園東之町21番52号
大阪府大阪市淀川区木川東2-4-10 シティビル三和7Ｆ
大阪府大阪市浪速区難波中三丁目9番3号 南朝日ビル503号室
大阪府大阪市西淀川区千舟二丁目7番18－809号
香川県綾歌郡綾川町畑田1105-3
香川県高松市常磐町2丁目4番2号
香川県高松市伏石町249-4
香川県丸亀市土器町西5-629
愛媛県宇和島市丸之内1-1-32
熊本県阿蘇市跡ヶ瀬400-3
熊本県熊本市中央区上林町1番14号 西村ビル2Ｆ
熊本県阿蘇市内牧269
熊本県熊本市中央区帯山1-12-8
熊本県熊本市中央区白山1-3-2
熊本県熊本市東区画図町大字所島8-4

特23-302810
特23-303233
特23-304295
特25-300327
特25-300601
特25-300833
特25-300956
特25-300467
特26-300964
特27-301015
特27-301785
特27-301875
特27-302259
特27-304869
特37-300018
特37-300206
特37-300304
特37-300338
特38-300189
特43-090002
特43-300109
特43-300142
特43-300259
特43-300387
特43-300455

有限会社デイズ
株式会社ケーアイ
長澤 大輔

岩井 秀敏
川原 京
石原 旭
上田 知美
松宮 慶明
内堀 浩之
山田 裕之
株式会社湖南
株式会社ＰＲＩＭＡＸ
オープンセサミ株式会社
株式会社リックシステム
株式会社アドウィルコンサルティング
88ワークス株式会社
株式会社ユナイテッドウィルカンパニー
有限会社パワー急便
エーアールシステム株式会社
株式会社ファイブグッド
高木 正浩
株式会社エナジック
株式会社協栄通商
有限会社ヌーヴ
岡本 秀路
株式会社ＢＭシステムズ
株式会社パーソンズメイン
秋吉 利憲

岩井 秀敏
川原 京
石原 旭
上田 知美
松宮 慶明
内堀 浩之
山田 裕之
岡田 浩一
渡野 雅通
大嶋 俊英
陸岡 正巳
中永 貴久
馬場 俊幸
石崎 和弘
大塚 浩樹
長町 和俊
能勢 浩彰
高木 正浩
大内 将伸
林 浩正
山崎 麻美
岡本 秀路
本山 秀樹
中村 友郁
秋吉 利憲

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
112 特43-300465 平成23年12月6日 坂本 一善

及び住所
熊本県熊本市北区山室5-5-11 102号

代表者の氏名
坂本 一善

