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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 12 月６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 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】
平成29年12月８日
訂正版

番号

許可番号

1

派13-301428

対象となる派遣元事業主一覧表
許可年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

平成18年2月1日 株式会社エディースタッフ

住所
東京都新宿区新宿４‐２‐２１

代表者の氏名
中島 由詔

【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13-010504

昭和61年11月1日 株式会社 システムズ・ブリッジ

東京都中央区東日本橋２ー１ー１１ 広陽ビル７F

三橋 喜三夫

2

特13-300277

平成16年6月8日 株式会社 プログレッソ

東京都豊島区巣鴨一丁目１４番８号

大久保 重則

3

特13-306208

平成19年5月31日 有限会社インタープレイス

東京都国立市谷保２１－９

久島 学

4

特13-307787

平成20年1月7日 株式会社 ｅ．ＮｅｘｔＳｏｌｕｔｉｏｎｓ

東京都千代田区岩本町二丁目１１番３号 ＫＡＴＯビル４Ｆ

中西 俊一

5

特13-308111

平成20年2月19日 株式会社 ウルオイキカク

東京都千代田区外神田６-１５-１４

西井 一郎

6

特13-308588

平成20年4月11日 有限会社 フミコ

東京都練馬区早宮２-１７-３５

上原 志敏

7

特13-308934

平成20年6月2日 株式会社大栄インターナショナル

東京都新宿区百人町２-９-２

権 大栄

8

特13-308968

平成20年6月6日 株式会社 マイズ

東京都北区赤羽１丁目３２ｰ１０ｰ１１０２

仙頭 裕一郎

9

特13-309062

平成20年6月19日 ＬＵＳＨ エンタテインメント 株式会社

東京都港区新橋６-５-４

原田 浩司

10

特13-309407

平成20年7月30日 アイレックス 株式会社

東京都千代田区外神田２-３-１

加藤 齊

11

特13-309632

平成20年9月1日 有限会社 イー・テイク

東京都渋谷区南平台町２番８号

江本 稔

12

特13-309684

平成20年9月9日 株式会社 ＴＥＣ

東京都中野区弥生町四丁目７番８号

細谷 正道

13

特13-309802

平成20年9月25日 株式会社 時空システム

東京都豊島区池袋２-６８-１２

謝花 義広

14

特13-309908

平成20年10月3日 株式会社 ＤｅｅｒＣｏｎｔａｃｔ

東京都港区赤坂６-１０-３９

鹿渡 弘之

15

特13-310309

平成20年12月5日 株式会社 フェアリンク

東京都千代田区神田須田町一丁目１３番５号

尾花 浩介

16

特13-310545

平成21年1月26日 ＯＲＩＥＮＳ 株式会社

東京都江東区扇橋３-１０-７-７０１

ハーディ ファルザム

17

特13-310787

平成21年3月3日 株式会社イー・プレゼント

東京都文京区大塚３-１-６-１Ｂ ラトゥール小石川

西浦 学

18

特13-311156

平成21年4月30日 株式会社ブレス

東京都杉並区高円寺北２ -２-１２ グランディオス平野１０２

山田 忠彦

19

特13-311866

平成21年10月1日 株式会社ワイズプランニング

東京都葛飾区新小岩１丁目３５番１号

横山 茂夫

20

特13-311887

平成21年10月7日 株式会社ＤＤＳ

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町１３５２番地２６

日置 幸輝

21

特13-312028

平成19年6月29日 株式会社テクノネット

神奈川県横浜市緑区東本郷５－２２－２８ パナハイツ都１０２号

山岸 勝広

22

特13-314324

平成23年9月9日 株式会社ロイヤルサービス

東京都豊島区池袋２丁目４３番７号

佐藤 寿美子

23

特13-314507

平成23年11月4日 株式会社ＴＰＳ

東京都豊島区高松三丁目１２番２３号

細野 隆司

24

特13-314635 平成23年12月19日 株式会社モメンタム

東京都港区六本木７丁目１３番１号

貴戸 雅健

25

特13-315392

平成24年8月1日 三興プラント工業株式会社

東京都立川市砂川町二丁目２３番地の１３

持田 民雄

26

特13-315607

平成24年10月9日 株式会社ティーアクト

東京都港区虎ノ門五丁目１３‐１ 虎ノ門４０ＭＴビル７Ｆ

田尻 正隆

27

特13-316509

平成25年7月31日 テラビット株式会社

東京都新宿区西新宿７丁目１７番７号

三浦 義則

28

特13-316980

平成26年1月21日 株式会社ＪＧサポート

東京都新宿区新宿五丁目１１番３０号 新宿第五葉山ビル３階

今田 達也

29

特13-317095

平成26年2月28日 株式会社ＧＭＳ

東京都中央区日本橋本石町四丁目５番８号

菊池 晃司

30

特13-317789

平成26年9月29日 株式会社ボスキー

東京都渋谷区代々木二丁目２６番５‐６１２号

中原 宏和

31

特13-317992

平成26年12月1日 ＣＲＥＷ ＳＴＹＬＥ株式会社

東京都新宿区新宿七丁目２５番１‐１１０４号

阿部 貴志

32

特13-318015

平成26年12月8日 株式会社フォレスト

東京都昭島市福島町三丁目２３番２８号

森園 淳一

33

特13-318424

平成27年3月30日 株式会社ティープロモーション

東京都港区赤坂六丁目１３番６号 赤坂キャスティール６１２

吉本 洋介

34

特13-318870

平成27年8月5日 吉川 篤

東京都狛江市岩戸北三丁目２１番１０号 まき荘２０８

吉川 篤

35

特13-318952

平成27年8月25日 株式会社ニューズラブ

東京都港区西新橋三丁目６番２号 西新橋企画ビル４階Ｂ

大賀 哲二

36

特13-319162

平成27年9月25日 バリューリソースコンサルティング株式会社 東京都港区赤坂二丁目１７番５８号

佐藤 裕介

37

特13-319196

平成27年9月28日 株式会社ＤＡＹＴＯＮＡ

東京都西東京市ひばりが丘北三丁目７番１３号３０２

平間 義行

38

特13-319261

平成27年9月29日 株式会社ＳｐｉｃｅＳｅｅｄ

東京都足立区千住二丁目１８番地

鈴木 宗一郎

39

特13-319271

平成27年9月29日 株式会社新都市サービス

東京都江戸川区南小岩７－２６－１３ 東海苑ビル６階

斎藤 伸一

40

特13-317985 平成26年11月28日 株式会社ＣＡＮ

東京都板橋区大山東町１８‐６番地 ＳＫＫ第二ビル３階

西原 知春

41

特13-305622

平成19年4月2日 株式会社エーエスティー

東京都豊島区南池袋二丁目２６番５号

佐藤 友雄

42

特13-305184

平成19年3月2日 株式会社アクロスボード

東京都練馬区豊玉北5丁目29番4号

坂越 政浩

43

特13-312735

平成22年5月12日 一般社団法人テナントユニオン

東京都渋谷区神泉4－4 サニーハイツ神泉206号

来嶋 康生

44

特13-312718

平成22年5月6日 株式会社アイプライム

東京都千代田区丸の内１－１１－１

岡本 尊

45

特13-317957 平成26年11月21日 株式会社JTG

東京都新宿区東榎町4－1

古川 順一

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

46

特13-300100

平成16年3月17日 有限会社日本警備科学研究所

東京都台東区上野1－12－2 亀田ビル1階

原田 清

47

特13-311478

平成21年7月3日 株式会社オクティヴ

東京都台東区寿1－11－6 ＳＭＫビル

増子 博

48

特13-302941 平成18年 4月20日 有限会社甲信コンピュータサービス

東京都中央区銀座2－12－12

藪内 章男

49

特13-318587 平成27年 5月15日 株式会社島桜コマース

東京都江戸川区南小岩7丁目26番16号4階

葛 福偉

50

特13-301194

平成17年4月4日 株式会社エグゼ

東京都港区六本木７－４－６

萇崎 元政

51

特13-316180

平成25年4月18日 山田 理文

神奈川県川崎市中原区木月２丁目２３番１５号 ベレオ元住吉１０３

山田 理文

52

特13-318030 平成26年12月11日 株式会社ティーエスプランニング

東京都新宿区新宿一丁目７番１０号

谷口 升太

