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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 29 年５月 29 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
派遣事業の許可を取消し、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１，２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 事業年度、26 事業年
度、または 27 事業年度分について、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
1

許可番号
派13-304519

許可年月日
平成21年4月30日

派遣元事業主の氏名又は名称
株式会社Harmonic Uni-Brain

住所
東京都千代田区神田岩本町15番地４

代表者の氏名
落合 一也

【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

1

特13-011635

平成3年11月1日

株式会社エーディーディーコネクション

東京都中野区丸山２－２５－９

松橋 朱美

2

特13-040953

平成11年3月1日

株式会社ハテナス

東京都港区南青山5-4-35

長束 利博

3

特13-050443

昭和61年12月1日

協立エンジニアリング株式会社

東京都品川区南大井３‐３１‐１９

中田 孝史

4

特13-070939

平成16年2月1日

株式会社 テスコ

東京都世田谷区南烏山３ー１９ー２５

米野 健三

5

特13-160030

平成15年5月1日

有限会社 ひかりサービス

東京都福生市大字福生８８６ -１ グランツ福生４０１号室

久木野 光弘

6

特13-302011

平成16年11月11日 株式会社アルファ・ワークス

東京都中央区日本橋２-６-５

倉田 陽子

7

特13-304888

平成19年2月6日

株式会社インターバル

東京都渋谷区代官山町４番１号

古角 久征

8

特13-306402

平成19年6月22日

米田物産株式会社

東京都港区芝浦２ー１４ー１３ 第３米田ビル

米田 利夫

9

特13-307647

住所

代表者の氏名

平成19年12月12日 理建工業株式会社

東京都江東区亀戸四丁目４６番１５号

水上 洋

10 特13-307788

平成20年1月7日

有限会社 イクアーキスタジオ

東京都世田谷区八幡山１-２-１０

木戸 郁子

11 特13-307935

平成20年1月29日

レアル・テクノシステムズ 株式会社

東京都新宿区高田馬場３-２８-２-２０３

井口 秀人

12 特13-308072

平成20年2月14日

株式会社 アクア

東京都品川区西五反田一丁目１７番１号

桂 一志

13 特13-308237

平成20年3月4日

株式会社ダイレクトメッセージ

東京都千代田区神田須田町１-５

海野 厚

14 特13-309240

平成20年7月7日

株式会社エルメホールシステマ

東京都北区上中里2-23-8

王子田 浩子

15 特13-309346

平成20年7月18日

株式会社 アトラクティブ

東京都文京区本駒込４-４０-６

井戸田 克也

16 特13-309460

平成20年8月5日

株式会社 さ蔵コンピュータ

東京都新宿区西新宿３丁目１５番５号

野澤 靖

17 特13-309615

平成20年8月29日

有限会社 元建築設計

東京都板橋区成増二丁目３５番１２号

村山 恵美子

18 特13-309620

平成20年8月29日

有限会社 ティー・ライン

東京都八王子市八日町６番４

齋藤 利志昭

19 特13-309683

平成20年9月8日

株式会社 ユークリッドシステム

東京都板橋区清水町８６-１４

目時 誠治

20 特13-309837

平成20年9月29日

株式会社 ティーズ

東京都葛飾区西水元一丁目２３番３号

高橋 良司

21 特13-309964

平成20年10月14日 黒沼 良太

22 特13-310159

平成20年11月11日 有限会社 グローセスメーアコーポレーション 東京都世田谷区代沢３-１-８

23 特13-310177

平成20年11月14日 ハダチシステム 株式会社

東京都中央区築地３丁目２番６号

羽立 進

24 特13-310518

平成21年1月20日

永戸 雅也

東京都葛飾区奥戸３ -１-１９

永戸 雅也

25 特13-310548

平成21年1月26日

株式会社マサト

東京都墨田区東向島６丁目３１番２ ラディエンス東向島１２０２号

山下 雅枝

26 特13-310827

平成21年3月10日

有限会社エヌアールサービス

東京都葛飾区奥戸３-２４-２２ １Ｆ

中野 和憲

27 特13-310967

平成21年3月30日

株式会社アルファヴィル

東京都町田市下小山田町１１６５-２

山田 昌宏

28 特13-311320

平成21年6月5日

株式会社フロンティア・カラーズ

東京都新宿区西新宿七丁目２３番１８号

遠藤 琢也

29 特13-311533

平成21年7月17日

株式会社芝通

東京都港区三田３-４-９

志田 正

30 特13-311803

平成21年9月18日

株式会社ヒューブリック

東京都港区赤坂二丁目２０番５号 赤坂ＶＩＳＩＸ３０４号室

中川 祐哉

31 特13-311840

平成21年9月29日

イー・ライズ株式会社

東京都豊島区千早２-１４-８

木村 夏男

32 特13-312052

平成21年11月18日 株式会社PDSコミュニケーションズ

東京都千代田区神田美土代町7番4号東英美土代ビル4階

朴 鐘吉

33 特13-312174

平成21年12月24日 株式会社ラスニジュウイチ

東京都港区芝大門１丁目１０番１号 全国たばこ会館４階

洪 映叔

34 特13-312485

平成22年3月18日

株式会社Ｍ’ｓクリエイション

東京都新宿区下宮比町２番２８号

鴫原 健

35 特13-312847

平成22年6月10日

株式会社ディープロジェクト

東京都港区赤坂 6-4-21 美濃屋ビル5階、6階

浜崎 裕二

36 特13-312900

平成22年6月23日

株式会社ＢＣＡ

東京都中野区中央２丁目１０番９号 パレス中央２Ｆ

竹之内 努

37 特13-313046

平成22年8月6日

株式会社ネクシス

東京都町田市南成瀬五丁目２５番地１４

阿部 啓史

38 特13-313193

平成22年9月21日

株式会社サチノ

東京都足立区東綾瀬一丁目１７番１５号 第２テルコマンション１０１号

菊池 幸納

39 特13-313199

平成22年9月21日

イン・スタッフ株式会社

東京都国分寺市西恋ヶ窪１-２３-８

松岡 岳人

40 特13-313227

平成22年9月28日

株式会社T,on business

東京都府中市分梅町五丁目4番地の3 内藤マンション207

田中 修

41 特13-313510

平成22年12月17日 株式会社システック

東京都足立区新田三丁目２４番８号

武田 幸

42 特13-313792

平成23年3月28日

マジックソフト株式会社

東京都八王子市別所一丁目 18番地14 コムーネ京浜堀之内302号

松林 廣幸

43 特13-313814

平成23年3月31日

株式会社インタープラン

東京都中央区日本橋富沢町７番１５号

瀧川 英吉

44 特13-314050

平成23年6月10日

株式会社ＴＭＣ

東京都西多摩郡日の出町大字大久野２１９１番地

宮田 智成

45 特13-314571

平成23年11月29日 株式会社Ｇ‐ＳＴＩＲ

東京都板橋区小豆沢一丁目４番１号 パークハイツ小豆沢８１９号

伊藤 泰樹

46 特13-315643

平成24年10月24日 一般社団法人国際産学交流協会

東京都港区赤坂３‐１１‐８

芳村 英郎

47 特13-316406

平成25年6月24日

オーリソース株式会社

東京都北区赤羽一丁目５９番９号

松谷 光男

48 特13-316556

平成25年8月20日

合同会社チェントアンニ

千葉県船橋市海神六丁目１８番３１号

伊藤 稔幸

49 特13-317213

平成26年3月28日

株式会社五岳技研

東京都港区三田三丁目１４番１１号 鳥和三田ビル

黄 澤民

50 特13-317560

平成26年7月4日

株式会社日進システムズ

東京都千代田区永田町2丁目17番17号

宮本 道男

51 特13-300597

平成16年10月8日

スタッフクリエイティブ有限会社

東京都江戸川区東葛西2－2－8

坂本 勝

東京都中央区勝どき 1丁目13番6号

黒沼 良太
江濱 弘海

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

52 特13-300657

平成16年11月1日

ITR Consulting Hong Kong Company Limited

Suite1111 Tower2 Silvercord 30 Canton Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong

堂前 孝典

53 特13-302545

平成18年2月3日

有限会社ジョブクリエイト

東京都中央区日本橋浜町3－35－5

小林 政広

54 特13-303195

平成18年6月16日

舛岡 理紗

東京都西東京市南町 4－9－25－202

舛岡 理紗

55 特13-306609

平成19年7月23日

株式会社ＪａｎｄＣ

東京都墨田区立花4－35－3

齋藤 由晃

56 特13-306787

平成19年8月14日

スリーエーインターネット株式会社

東京都渋谷区渋谷二丁目19番15号

浦田 晴彦

57 特13-307003

平成19年9月11日

株式会社ｎｅｕｆ

58 特13-307366

平成19年10月30日 株式会社ベスト・グレイス

59 特13-309304

平成20年7月15日

60 特13-309396

平成20年7月29日

61 特13-311173
62 特13-311463

東京都江東区枝川2－28－10－106

鳴海 大地

東京都三鷹市下連雀 5－9－10吉祥寺ロイヤルマンション604号

小澤 佑介

株式会社 ＭＯＴＯＭＵ

東京都中野区大和町一丁目1番20号

齊藤 央

カーネルジャパン 株式会社

東京都港区芝2－30－7

五島 雅史

平成21年5月1日

株式会社ドリームメカニズム

東京都江戸川区南葛西4-16-7-206

平林 憲林

平成21年7月1日

株式会社アイ・イー・エス

東京都台東区東上野4－20－5

大野 郁睦

63 特13-311646

平成21年8月12日

インターナショナルセキュリティ株式会社

東京都立川市錦町4丁目4番2

亀田 孝子

64 特13-313580

平成23年1月21日

株式会社ビジネスアップ

東京都千代田区神田佐久間町3丁目38番地

島田 昌彦

65 特13-313597

平成23年1月27日

株式会社ひばり通信

東京都東久留米市南町3-1-37

橋爪 直樹

66 特13-315323

平成24年7月12日

株式会社ティーエムシー

東京都府中市紅葉丘二丁目21番26号

田中 学

67 特13-315855

平成25年1月4日

ＳｉｆＬｉｎｋ株式会社

東京都新宿区西新宿 7－21－9天翔西新宿ビル301号室

酒井 哲郎

68 特13-316413

平成25年6月26日

合同会社Ｌｅｔｓ

東京都渋谷区渋谷三丁目1番9号

山本 周司

69 特13-316700

平成25年10月4日

ＺＡＧＡ株式会社

東京都世田谷区代沢四丁目27番13号

高宮 栄展

70 特13-317285

平成26年4月14日

スンイル・ジャパン株式会社

東京都豊島区東池袋１丁目47番3号 17山京ビル705

洪 成日

