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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 29 年３月 17 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
特定派遣元事業主 別添の一覧表に記載のとおり

２

処分内容
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 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、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）
（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。

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
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

届出受理番号

特01-300249
特01-300375
特01-300239
特01-300778
特01-300875
特01-301070
特07-300187
特07-300268
特07-300440
特07-300451
特07-300592
特07-300722
特07-301073
特08-300956
特08-301034
特10-301236
特10-300421
特10-301152
特10-301224
特10-301070
特10-301193
特10-301240
特13-030269
特13-040238
特13-080459
特13-080862
特13-090134
特13-130123
特13-300269
特13-301964
特13-302628
特13-302852

届出受理年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

平成18年8月1日
平成19年1月4日
平成18年7月7日
平成19年10月10日
平成20年1月9日
平成20年6月11日
平成17年12月27日
平成18年8月4日
平成19年7月27日
平成19年8月8日
平成20年5月23日
平成21年8月31日
平成25年12月6日
平成21年1月29日
平成21年9月2日
平成27年5月29日
平成19年4月24日
平成26年6月3日
平成27年4月1日
平成25年5月10日
平成26年12月16日
平成27年6月12日
平成15年3月1日
昭和61年8月1日
昭和63年1月1日
平成11年8月1日
昭和62年9月1日
平成12年5月1日
平成16年6月3日
平成17年9月28日
平成18年2月23日
平成18年3月31日

株式会社エイムサポート
有限会社ながや
有限会社ホクタク
星エンターテイメント株式会社
北海道マイスター・エンジニアリング株式会社
合同会社三神
有限会社 ワーク・プラザ
有限会社 ランズ・アイ
有限会社 リアルテック
クリエイティブ 株式会社
株式会社 ワークパートナー
齋藤 奈穂美
株式会社 渡邊工建
有限会社Ｌｉｂｒａ
有限会社ジーマ工房
株式会社ＢＬＥＳＳＩＮＧ
株式会社ファーストブレーン
株式会社メイ
株式会社アール・ジーイノベーション
株式会社ＬｅＲｅｖｅ
株式会社ステップ
株式会社 ＰＯＴ
有限会社カシータス
株式会社 コンピュータアンドインテリジェンス
有限会社デザイン・ウエスト
株式会社エコウェイ
株式会社アトラス
エー・ビー・シーコンサルタント株式会社
株式会社アビエーションコンシルディ・アンド・ディ
株式会社 みたけ
Ｊ．Ｔ．ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ株式会社
有限会社エヌ・エヌ・ピー

33 特13-303231

平成18年6月23日

サクラフロント・インコーポレイテッド

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

平成18年6月27日
平成18年7月13日
平成18年9月26日
平成18年10月3日
平成18年10月30日
平成18年11月8日
平成18年11月28日
平成18年12月25日
平成19年2月13日
平成19年3月15日
平成19年4月16日
平成19年4月23日
平成19年5月23日
平成19年7月17日
平成19年8月2日
平成19年9月4日
平成19年12月5日
平成19年12月6日
平成20年2月1日
平成20年3月17日
平成20年3月21日
平成19年7月5日
平成20年4月30日
平成20年5月2日
平成20年6月2日
平成20年9月10日
平成21年5月19日
平成21年9月2日
平成21年9月24日
平成22年1月20日
平成22年2月1日
平成22年3月23日
平成22年4月12日
平成22年4月26日
平成22年4月30日
平成22年9月8日
平成22年9月24日
平成23年7月29日
平成23年8月11日
平成23年11月22日
平成24年1月4日
平成24年6月11日
平成24年8月31日
平成25年10月4日
平成25年11月28日
平成26年1月24日

株式会社アクシスシステムズ
キュービットスターシステムズ株式会社
アルケミスト株式会社
株式会社オープンライツ
有限会社和颯
株式会社プレミネンテ
エムーバ株式会社
ＭＳＣ株式会社
有限会社ワールド・マリーン・エンジニアリング
株式会社シー・エヌ・ピー
株式会社ピーディーエス
株式会社アポジジャパン
株式会社 ソリウス
ＡＦソフトウェア株式会社
株式会社ビーソル
株式会社ファーロ
サートラスト株式会社
株式会社ＫＥＮＳ
株式会社 グローバルメディアパートナーズ
株式会社ケイ・エスクリエイト
株式会社BBCJ
株式会社Ｈ．Ｉ．Ｃ
オフィスゼロ株式会社
株式会社国際総合技術
株式会社アジアエスアンドエス
株式会社 ユニテック
保全設備株式会社
有限会社ビルドモア
富士通商株式会社
株式会社ヒロエンジニアリング
株式会社エイグレス
株式会社コア・クリエイション
株式会社クリニカルリサーチ２４
株式会社ヒルズコーポレーション
プロフォース株式会社
株式会社ファインモードインターナショナル
株式会社クルーアンドアール
株式会社ＵＧＳＥ
株式会社ＧＥＮＩＥ
株式会社グロウブ
ＷＳＬ ＪＡＰＡＮ株式会社
株式会社バリュークリエイツ
アプリケーションシステム開発株式会社
特定非営利活動法人ジーエフ東京
株式会社WEP
ネットワークテクノ株式会社

特13-303243
特13-303348
特13-303764
特13-303844
特13-303999
特13-304083
特13-304244
特13-304536
特13-304956
特13-305353
特13-305773
特13-305851
特13-306114
特13-306570
特13-306711
特１３-306954
特13-307611
特13-307614
特13-307978
特13-308351
特13-308391
特13-308718
特13-308729
特13-308746
特13-308929
特13-309706
特13-311234
特13-311730
特13-311809
特13-312235
特13-312287
特13-312502
特13-312617
特13-312680
特13-312710
特13-313152
特13-313211
特13-314206
特13-314242
特13-314556
特13-314687
特13-315234
特13-315485
特13-316701
特13-316848
特13-316988

【別添】
住所

北海道札幌市中央区南一条東七丁目１５番地１６
北海道札幌市中央区北十三条西十九丁目１番１号
北海道苫小牧市東開町四丁目１９番２４号
北海道札幌市中央区南十一条西一丁目３番１７号
北海道札幌市中央区北１条西７番地３号 おおわだビル４階
北海道札幌市豊平区西岡四条九丁目１番２６号
福島県郡山市桑野一丁目23番28号 ﾈｵﾊｲﾂ桑野108号
福島県郡山市富久山町福原字釜沼39番地の10
福島県郡山市安積町日出山3-48
福島県福島市鎌田字御仮家76番地
福島県いわき市常磐西郷町岩崎21番地の10
福島県郡山市鳴神2丁目79番地
福島県郡山市安積町日出山一丁目37番地
茨城県つくば市高野台２丁目１２番地２
茨城県守谷市松前台３－２５－３
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚２０１０番地１朝日コーポ陣谷２Ｄ
群馬県前橋市箱田町1147-13
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田２３３４番地の３
群馬県高崎市浜尻町２００番地５
群馬県高崎市鶴見町10-1鶴見町ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ404号
群馬県伊勢崎市東小保方町３４４４番地１
群馬県邑楽郡大泉町坂田二丁目1番3号
東京都豊島区高田1-38-12-303
東京都港区芝3-17-15クリエート三田1101
東京都新宿区左門町6－7
東京都新宿区高田馬場4-11-13
東京都豊島区池袋本町1－7－1
東京都世田谷区瀬田1－23－7－102
東京都港区三田３-７-１６ 御田八幡ビル９０３
東京都港区南青山6-7-13
東京都羽村市羽東1-19-1 コーポ中野101号
東京都品川区東五反田1-2-42-303
アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市ワイマヌストリート1232番スイート
A-2
東京都千代田区九段北１-２-１３
東京都港区芝浦３ー１５ー６
東京都港区浜松町一丁目１８番１３号
東京都港区赤坂9－6－39－1601
東京都立川市西砂町１－７６－２７
東京都文京区千石4-24-8
東京都渋谷区円山町13－16
東京都豊島区東池袋1-32-2
東京都江戸川区篠崎町2丁目134番地１４
東京都足立区鹿浜6丁目28番8-201
東京都千代田区神田美土代町７-４
東京都渋谷区初台一丁目９番13号
東京都千代田区神田神保町2－12－14 三宅ビル4階
東京都墨田区両国4-34-14‐203
東京都品川区西五反田7－13－6
東京都墨田区亀沢4丁目19番3号
東京都港区白金台５丁目８番１号
東京都千代田区神田神保町１-１８-１千石屋ビル
東京都渋谷区宇田川34－5
東京都墨田区墨田３－７－１０
東京都中央区日本橋2丁目6番5号
東京都昭島市松原町2-13-11
東京都調布市仙川町3丁目5番地14
東京都中央区八丁堀２丁目１２番７号
東京都千代田区神田小川町３-１１-２ インペリアルお茶の水４１１号
東京都墨田区亀沢 1－23－11 リッチハイツ両国2階
東京都江東区永代2丁目18番9号
東京都中央区日本橋本町4-2-8
東京都千代田区岩本町２-１９-９ ＭＡＲＵＥＩ・ＢＬＤＧ ３階
東京都江戸川区南葛西２-３-１８
東京都千代田区丸の内1－８－３
東京都品川区東大井５-１４-１６
東京都足立区南花畑1-2-15
東京都豊島区西池袋3-21-13
東京都新宿区西新宿七丁目１８番１２号
東京都港区南青山二丁目20番3号
東京都千代田区岩本町二丁目５番３号
東京都港区浜松町２‐２‐１５
東京都渋谷区恵比寿南１丁目７番８号 ニューライフ恵比寿５０４
東京都中央区東日本橋２丁目９番２号
東京都千代田区神田紺屋町３２番地 守屋ビル１Ｃ
東京都中央区日本橋小伝馬町14－7 1階
東京都足立区鹿浜四丁目６番１号
東京都立川市曙町二丁目３４番６号小杉ビル
神奈川県横浜市南区吉野町1－3－8
東京都墨田区文花1丁目24番2号
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高橋 守
粟津 巌
高橋 ナタリア
山口 敏明
井上 良枝
岩村 正和
品川 重美
武内 栄
山田 浩彰
高橋 博明
時田 啓吾
福原 洋子
菊池 恒之
大島 英雄
伊藤 雄二
山本 哲夫
高橋 礼子
高杉 ジェニ
佐々木 子穂
櫻庭 寛
酒井 仁
關 信彦
大澤 龍一
中川 肇
野嵜 悠
田中 悦雄
岡田 一也
井上 浩二
長池 秀雄
是永 道弘
朴 鐘吉
鶴岡 善久
伊藤 洋一
朴 永哲
山本 雅俊
北村 信
村井 克規
石井 憲
田中 一義
中嶋 啓子
北 守史
渡邊 寛成
髙橋 ひろみ
馬場 実
金 明勲
鷲頭 純子
小林 誠
稲垣 征治
于 暁玲
鳴島 浩充
松本 純一
蒲生 浩明
川西 宏知
山崎 正樹
佐藤 伸介
土橋 博美
津田 雅博
上野 正視
小野 鉄博
松尾 康史
中澤 一敏
綾部 泰巳
片桐 創
伊藤 幹夫
金田 隆明
小髙 伸介

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

【別添】
住所

80 特13-317090
81 特13-318348
82 特13-318375

平成26年2月27日
平成27年3月16日
平成27年3月23日

株式会社ユナーク
株式会社BOOS Group
ベルデン株式会社

東京都渋谷区渋谷二丁目１０番１５号
東京都港区海岸1-2-3
東京都豊島区東池袋一丁目３６番５号 笹屋ビル３０２

83 特14-305449

平成26年3月17日

ＡＳＫ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社

神奈川県愛甲郡愛川町中津588番地の9-103

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

平成25年4月30日
平成27年4月6日
平成27年9月29日
平成18年9月21日
平成19年1月15日
平成19年4月27日
平成19年7月10日
平成19年10月11日
平成24年5月14日
平成24年12月25日
平成25年10月22日
平成26年7月3日
平成26年8月18日
平成27年9月28日
平成19年11月5日
平成21年2月6日
平成20年10月23日
平成27年7月6日
平成26年9月22日
平成22年8月18日

株式会社アイビリーヴ
クロスライン株式会社
株式会社創美
神奈川物流マネージメント株式会社
有限会社ナディック
有限会社三和電子設計事務所
株式会社ベアフット
株式会社サン工業
株式会社エスディーエンジニアリング
株式会社オン
有限会社ＲＩＳＥ
キャブ・メディア株式会社
株式会社エス・ケイ企画
横浜鋼管株式会社
株式会社ＮＫＴ
株式会社大湘
株式会社ヴァンブレイン
株式会社Ｔ＆Ｒ Ｄｅｍａｉｎ
株式会社ルーツスタッフィング
有限会社 解体屋

東京都世田谷区船橋一丁目５０番９号
神奈川県横浜市都筑区牛久保西二丁目２５番K-１０３号
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１８番２号
神奈川県横浜市西区東ケ丘４５番地３
神奈川県横浜市緑区中山町７３０番地
神奈川県相模原市城山町若葉台五丁目６番地の６
神奈川県横浜市金沢区富岡西六丁目３１番地１４号
神奈川県横浜市鶴見区小野町３７番地３２
神奈川県横浜市鶴見区生麦四丁目７番１８号
神奈川県横浜市神奈川区片倉五丁目１１番６７号
神奈川県横浜市南区日枝町五丁目１３７番地４
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南四丁目１６番１３号
神奈川県横浜市中区錦町１７番地１マリンハイツⅡ１０９号室
神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地日本鋼管株式会社内
神奈川県平塚市東八幡二丁目５番４５号
神奈川県藤沢市本町三丁目１１番１２号
神奈川県横浜市南区吉野町三丁目７番地６
神奈川県横須賀市野比二丁目２４番２９号プラセール野比海岸１０１
富山県富山市黒瀬北町二丁目１３番地１
長野県岡谷市川岸中二丁目26番40号

特14-305192
特14-305793
特14-305998
特14-301250
特14-301619
特14-302073
特14-302273
特14-302513
特14-304874
特14-305094
特14-305328
特14-305558
特14-305593
特14-305981
特14-302572
特14-303503
特14-304767
特14-305863
特16-300698
特20-300631

代表者の氏名

秋山 益郎
朝倉 外樹
青木 洋平
EDIRIMUNI DEWAYALAGE
SHIRANI SUMUDU KUMARI
田中 香奈子
太田 淳一
松井 里佳子
山口 義信
岩間 なえ子
金 正一
伊藤 敦
佐藤 継夫
武井 貴敬
地曳 淳
青山 ひとみ
小出 滋彦
瀬戸 克之
松本 陽二
西村 安男
小谷 元
伊澤 峰通
今浦 良雅
西 昭洋
佐藤 千桂子

