Press Release

報道関係者各位

平成27年12月24日
【照会先】
職業安定局派遣・有期労働対策部
需給調整事業課
課
長 松本 圭
主任中央需給調整事業指導官
戸ヶ崎 文泰
課長補佐 梅田 心一郎
(代表電話) 03(5253)1111
（内線5335、5324）
(直通電話) 03(3502)5227

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 27 年 12 月 22 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項により、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
労働者派遣法改正法附則第６条第４項により、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、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）
（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

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

届出受理番号
特27-301942
特27-301993
特27-302170
特27-304104
特27-304313
特27-304595
特27-304787
特27-300945
特27-303755
特27-306153
特40-301224
特40-300560
特40-301313
特40-301674
特40-301995
特40-300113
特40-300557
特40-301244
特40-301586
特27-300631
特27-302136
特27-303837
特27-305765
特40-300956
特40-301237
特40-301349
特40-302419
特40-010292
特40-010407

届出受理年月日
平成19年3月16日
平成19年3月26日
平成19年5月2日
平成21年6月18日
平成21年11月18日
平成22年7月15日
平成20年1月9日
平成18年3月7日
平成20年12月2日
平成26年1月16日
平成19年12月17日
平成18年9月29日
平成20年3月4日
平成21年3月17日
平成22年9月10日
平成16年12月27日
平成18年11月15日
平成19年12月28日
平成20年11月28日
平成17年8月29日
平成19年4月25日
平成21年1月22日
平成25年1月31日
平成19年6月7日
平成20年2月1日
平成20年3月28日
平成24年11月6日
平成11年9月1日
平成16年2月1日

派遣元事業主の氏名又は名称
有限会社 宝栄
株式会社ｴｽｱｰﾙｴﾇ
有限会社ｱｻﾀﾞ
有限会社ラクテン
株式会社ホーム・パートナーズ
株式会社ビジョナリーエージェント
株式会社メイハンコーポレーション
ヤラナツール株式会社
ジェイ・ワン・サービス株式会社
株式会社ヒューマンサークル
株式会社ウィズビジョン
株式会社Ｊ．Ｏ．Ｂ
田中 倫法
梅本 武彦
一般社団法人日本メディカル・プロアクト
有限会社グローバルネットスクール
株式会社ディンプル
株式会社ヒロプランニング
紀伊 光一
株式会社フラップマネジメント
有限会社LIFEGUARDS
株式会社三宝エンジニアリング
株式会社エンアンドエム
長瀬 一志
立花 秋人
株式会社イーメイト
株式会社ＢＬＯＳＳＯＭ総合開発
株式会社ラウス
有限会社 ニュートリションライフ

及び住所
大阪府大阪市西淀川区姫島2-6-10
大阪府東大阪市大蓮北1-5-7
大阪府岸和田市山直中町219番地
大阪府河内長野市昭栄町1番16号
大阪府大阪市中央区瓦町四丁目3番14号
大阪府大阪市西区北堀江一丁目2番17号 四ツ橋川崎ビル7F
大阪府大阪市中央区内淡路町二丁目4番7号
大阪府四條畷市清滝中町10-21
大阪府大阪市北区西天満三丁目5番18号

代表者の氏名
柏木 浩一
城野 菊江
浅田 道秋
金 義文
森 将隆
貫名 孝夫
田畑 敦之
沖元 潔
倉本 真一
大阪府大阪市平野区長吉川辺一丁目北2番38号エクセル平野502号 宮越 直和
福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-3
川内 尋孝
福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目8番10-502号
松井 聡史
福岡県久留米市西町912番地12 新生マンション花畑702号
田中 倫法
福岡県福岡市南区花畑1丁目44番15-306号
梅本 武彦
福岡県福岡市南区若久三丁目17番24号-202号
宮野 昇二
福岡県北九州市小倉南区下吉田三丁目8番11号
江口 聖隆
福岡県福岡市博多区月隈二丁目23番1号
近藤 哲治
福岡県北九州市八幡西区八枝三丁目11番22号
花田 洋一郎
福岡県築上郡築上町大字高塚777番地7
紀伊 光一
大阪府大阪市中央区南船場1丁目3番5号
井手 秀明
大阪府藤井寺市林二丁目6番46-203号
今井 篤
大阪府大阪市大正区鶴町一丁目13番20号 鶴町グリーンコーポ 瀬尾 享弘
大阪府枚方市春日野二丁目14番11号
坂田 洋
福岡県福岡市南区大平寺1-15-6-201
長瀬 一志
福岡県福岡市東区香椎5-3-21
立花 秋人
福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15
浦 倫彦
福岡県行橋市中央2-5-9-107
本村 真也
福岡県福岡市中央区長浜三丁目11番3号
池田 一則
福岡県福岡市中央区薬院二丁目13番20号
江頭 雅輝

番号
30
31
32
33
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

届出受理番号
特40-300100
特40-300124
特40-300220
特40-300298
特40-300327
特40-300670
特40-300749
特40-300757
特40-300779
特40-300912
特40-300973
特40-301097
特40-301206
特40-301243
特40-301246
特40-301294
特40-301337
特40-301471
特40-301530
特40-301546
特40-301562
特40-301575
特40-301577
特40-301612
特40-301613
特40-301718
特40-301749
特40-301752
特40-301791
特40-301817
特40-301823
特40-301865
特40-301877
特40-302054

届出受理年月日
平成16年12月15日
平成17年2月7日
平成17年7月22日
平成17年11月4日
平成17年12月7日
平成18年12月15日
平成19年2月2日
平成19年2月13日
平成19年2月20日
平成19年5月7日
平成19年6月15日
平成19年9月3日
平成19年11月30日
平成19年12月27日
平成20年1月18日
平成20年2月22日
平成20年3月21日
平成20年7月15日
平成20年9月16日
平成20年10月6日
平成20年10月27日
平成20年11月10日
平成20年11月13日
平成21年1月13日
平成21年1月16日
平成21年6月1日
平成21年7月9日
平成21年7月10日
平成21年9月10日
平成21年10月13日
平成21年10月26日
平成22年1月4日
平成22年1月20日
平成23年1月20日

派遣元事業主の氏名又は名称
有限会社ジャスマン
株式会社 創鐵
グローバルスタンダード株式会社
尾沢 裕一
株式会社テクノトラスト
啄技術開発株式会社
有限会社マスナガ
有限会社キャデックス
有限会社ヒラノ建設システム
株式会社モリタキコウ
大洋開発建設株式会社
有限会社Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ
有限会社優弘商事
システムリンク株式会社
株式会社坂本工業
株式会社 ｉモデスティ
株式会社ウェルシステムズ
株式会社ユーバー
株式会社エイチ・アイ・ディー
株式会社ＭＩＷＡロジテック
株式会社ゼータ・プランニング
株式会社リプレ
株式会社メディアフォース
株式会社ＫＭテック
アイシーエス総研株式会社
株式会社イージス
アトムコンサルタント株式会社
グローバルネット株式会社
シンキ株式会社
株式会社山下組
有限会社新テック
株式会社ＮＩＳＨＩＫＥＮコンサルタント
タカオコーポレーション株式会社
株式会社ジェネシス

及び住所
北九州市若松区浜町一丁目13番25号
福岡県北九州市若松区花野路一丁目12番13号
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目17番19号
福岡県北九州市門司区上藤松二丁目7番18号
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目8番11号
福岡県福津市若木台一丁目3番地の16
福岡県大牟田市明治町二丁目8番2号
福岡県大牟田市築町二丁目9番地
福岡県福岡市博多区東比恵ニ丁目17番23号
福岡県直方市大字中泉1021番地の3
福岡県大牟田市諏訪町一丁目100番地の4
福岡県北九州市八幡東区春の町二丁目10番17号
福岡県行橋市行事二丁目21番27号
福岡県福岡市早良区百道浜三丁目8番33号
福岡県北九州市若松区花野路三丁目4番3号
福岡県北九州市小倉南区徳力二丁目13番3号2F
福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目1番8号
福岡県大野城市つつじケ丘六丁目4番8号
福岡県福津市福間駅東二丁目1番15号
福岡県飯塚市赤坂701-101
福岡県北九州市小倉北区堺町二丁目1番1号
福岡県北九州市小倉南区田原二丁目17番10号
福岡県福岡市中央区薬院二丁目11-22ＵＢＩ薬院905
福岡県遠賀郡水巻町吉田団地59番地1
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目13番26号
福岡県福岡市博多区東那珂三丁目2番3号
福岡県北九州市八幡東区中央三丁目4番1号
福岡県福岡市博多区中洲五丁目3番8号

代表者の氏名
石田 勝也
中村 和美
樋口 純二
尾沢 裕一
増田 讓治
小杉 傳三郎
増永 敏雄
江崎 省二
平野 久美子
守田 道子
廣瀬 六郎
野尻 高雄
河野 一生
村上 晴信
坂本 修一
竹島 謙二
石井 信吾
山下 克之
中村 英喜
奥薗 俊郎
友清 哲
鳥居 哲也
紙野 晃伸
木村 一則
木上 康浩
阪田 祐司
廣木 信行
江口 聖隆
福岡県北九州市小倉南区北方二丁目31番38号サンアベニュー302号 江﨑 勉
福岡県北九州市八幡東区荒生田二丁目2番29号
山下 亮
福岡県北九州市八幡東区荒手一丁目20番16号
新井 正行
福岡県福岡市中央区六本松三丁目7番29-201号
鍋山 俊一
福岡県北九州市門司区黄金町2番24号
高森 城平
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田908番地78
山下 敦史

番号
64
65
66
67
68
69
70

届出受理番号
特40-302064
特40-302093
特40-302249
特40-302305
特40-302313
特40-302353
特40-302376

届出受理年月日
平成23年2月9日
平成23年3月15日
平成24年1月24日
平成24年4月6日
平成24年5月1日
平成24年7月2日
平成24年8月9日

派遣元事業主の氏名又は名称
株式会社ティ・エス・ティ
株式会社笑圓社
株式会社アリア
株式会社FDC
株式会社スケヒロ
株式会社ワールド運輸
株式会社備前

及び住所
福岡県宮若市本城439番地1
福岡県福岡市中央区天神四丁目9番10号
福岡県福岡市博多区中洲五丁目3番8号
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目10番23号
福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目36番29号
福岡県飯塚市目尾1124番地1
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡2475番地

代表者の氏名
小野 佳子
田中 啓仁
上古 照子
東 俊則
西口 由美子
岸上 治男
伊藤 尊宣

