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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 28 年 11 月 21 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

者派遣事業の許可取消しを通知し、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。 

報道関係者各位 



 

 

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 年度、26 年度、また

は 27 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 （略） 

四 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 （略） 

３  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 （略） 

４ 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】

　

番号 許可番号 許可年月日 派遣元事業主の氏名又は名称 住所 代表者の氏名

1 派08-010023 平成11年10月1日 株式会社ワーキングリンク 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡1532 渡辺　栄作

対象となる派遣元事業主一覧表



【別添２】

　

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08-301281 平成24年5月21日 有限会社茨城生沼運輸倉庫 茨城県常総市内守谷町きぬの里1-21-1 生沼　芳明

2 特08-300350 平成17年11月28日 有限会社トータルテクノサービス 茨城県日立市神田町１０５７－２ 菊池　直樹

3 特08-301327 平成24年11月5日 ティーエスサービス 茨城県稲敷郡阿見町大字若栗１３３７番地２ 遠田　伸一

4 特14-305240 平成25年6月26日 株式会社スプレー・モ 神奈川県横浜市旭区西川島町１２０番地の１５ 山本　茂

5 特14-305564 平成26年7月11日 株式会社Ｊ’ｓ 神奈川県横浜市中区長者町五丁目72番地　蘭ビル 渋井　仁

6 特14-305744 平成27年2月24日 ヒップスタイル株式会社 神奈川県横浜市都筑区川和町１４３５番地２－１０２号 平田　恭平

7 特14-305870 平成27年7月16日 株式会社クラムコットシステムデザイナーズ 神奈川県座間市相模が丘四丁目6番 山﨑　太郎

8 特14-302888 平成20年3月19日 菊池　一浩 神奈川県足柄上郡大井町上大井３９番地４　ルミエール湘光　Ａ１０２号 菊池　一浩

9 特14-304864 平成24年4月27日 株式会社ミナト 神奈川県川崎市川崎区千鳥町８番２号 阿久澤　ヒロ子

10 特14-305621 平成26年9月19日 松林　智佐貴 神奈川県川﨑市川崎区追分町１番１７号　シンフォニア３０３ 松林　智佐貴

11 特14-305794 平成27年4月8日 株式会社愛永 神奈川県相模原市南区西大沼２－５２－１３ 宮本　純子

12 特16-300598 平成24年5月18日 株式会社北陸興人 富山県射水市新片町四丁目２番地１ 屋根　外信

13 特22-050003 昭和61年7月1日 株式会社データメイト 静岡県三島市中336-3 小林　哲廣

14 特01-300022 平成16年6月1日 サーモライン株式会社 北海道北広島市大曲中央１－４－１ 渡邊博美

15 特01-301775 平成23年3月7日 アロハ・イノベーション株式会社 北海道札幌市北区新琴似４条17－４－３ 大沼忠士

16 特01-301599 平成22年4月6日 株式会社プリエ 北海道札幌市東区苗穂町13－1－42 打越久美江

17 特01-301995 平成24年5月7日 株式会社アクシア 北海道札幌市中央区北１条東11-22-41 寺井　信

18 特07-300493 平成19年11月30日 株式会社 販促エージェンシー 福島県福島市曽根田町7番10号 ﾊﾟﾃｨｵ東信105 轟 英和

19 特07-300513 平成19年12月28日 有限会社 七福 福島県西白河郡西郷村字石塚北78番地 関根 浩志

20 特07-300542 平成20年3月10日 有限会社 コーセン 福島県いわき市洋向台五丁目8番地の2 平子 広之

21 特07-300619 平成20年7月7日 有限会社 原電機工業 福島県福島市下鳥渡字新町西4番地の1 原 宏明

22 特07-300655 平成20年10月15日 株式会社 神姫興産 福島県南相馬市原町区西町一丁目70番地の1 嵐ﾋﾞﾙ2-202 巽 一晃

23 特07-300751 平成21年8月20日 株式会社 創研 福島県郡山市富田町字十文字62番4 富田貸事務所102号室 安藤 正幸

24 特08-300844 平成20年4月17日 有限会社エー・イー・エヌ 茨城県取手市青柳６１５－２ 荒井　幸男

25 特08-030006 平成12年10月1日 千代田産業　 茨城県結城市結城１１４０９ 兼平　武治

26 特08-300020 平成16年3月29日 有限会社ベストパートナー 茨城県日立市旭町３－４－２ 田口　一男

27 特09-300495 平成20年11月27日 株式会社 立花 栃木県小山市城東１－４－３ 峯ビル１０１号 立花　則行

28 特10-300896 平成23年4月27日 株式会社ニュージャパンスタッフ 群馬県前橋市上大屋町343-1 山崎　法雄

29 特14-302551 平成19年10月29日 株式会社レッドフォース 神奈川県相模原市中央区矢部一丁目1番1-901号 石原　晋久

30 特14-305066 平成24年11月21日 株式会社ジー・エー 神奈川県横浜市青葉区元石川町3712番地12 成田　真人

31 特21-300328 平成19年5月1日 株式会社　ジョイントワーク 岐阜県中津川市かやの木町1-21 カヤノキビル304 宇藤　伺一

32 特27-303599 平成20年9月25日 株式会社キャトル・エス 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番3号　ﾁｻﾝ第8新大阪1210 出来島　龍

33 特27-304244 平成21年9月17日 株式会社ディパーチャー 大阪府枚方市天之川町2-70-103 岩井　晧

34 特34-301414 平成21年3月30日 有限会社小川興企 広島県福山市東手城町4-6-10 小川　宏

35 特34-301996 平成25年5月23日 株式会社Ｓ・Ｄ・Ｓ 広島県広島市南区旭3-9-18-303 百田　慎

36 特13-308347 平成20年3月17日 株式会社　リファイナー 東京都中野区本町二丁目２番１１号 小薗　誠

37 特13-308715 平成20年4月28日 株式会社　将運 東京都武蔵村山市残堀１－３９ー１ 星野　孝紀

38 特13-301781 平成17年8月23日 株式会社　ク リ フ 東京都小金井市東町３ー１８ー５　横内ビル３０２ 溝部　正勝

39 特13-303162 平成18年6月9日 株式会社スリーライズ 東京都港区六本木7-18-5-509　 戸坂　正人

40 特13-306818 平成19年8月20日 バイオクルーズ株式会社 東京都中央区日本橋浜町一丁目１２番４号　 谷川　俊彦

41 特13-306845 平成19年8月22日 株式会社Ｅファクトリー 東京都新宿区四谷４-２８-１４　 濱川　正

42 特13-307097 平成19年9月25日 有限会社Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ 東京都北区浮間４-１２-１８　 山本　高大

43 特13-307626 平成19年12月10日 株式会社リッシュ・ユナイテッド 東京都港区北青山３ー６ー７ 峯村　朋哉

44 特13-309370 平成20年7月25日 株式会社　ライトハンド 東京都大田区鵜の木２-１３-４　 牛島　真之

45 特13-309898 平成20年10月2日 ビオスホテルズ　株式会社 東京都港区赤坂３-１１-８ 芳村　英郎

46 特13-313546 平成22年12月28日 株式会社TKインパクト 東京都港区元赤坂一丁目４番１号　元赤坂ＯＤＡＣビル２階 山之口　正治

47 特13-316236 平成25年5月1日 株式会社Ｅｘａｃｔ 東京都杉並区高円寺南4‐26‐16　 桃井　操

48 特13-305381 平成19年3月16日 アジアテック　株式会社 東京都台東区根岸4丁目12番9号 盧　普祥

49 特13-040355 昭和61年10月1日 株式会社　東京映像プロダクション 東京都港区六本木２－２－２　 田中　良機

50 特13-080843 平成12年12月1日 有限会社　制作室ドゥ 東京都新宿区愛住町１３番地　 青木　喜夫

51 特13-090278 平成5年1月1日 株式会社ニチギ 東京都練馬区豊玉北4-13-2 松田　正明

52 特13-300989 平成17年2月16日 有限会社　アスカシステム 東京都多摩市鶴牧１－２４－１　 髙橋　雄三

53 特13-301290 平成17年4月28日 国際環境開発　株式会社 東京都千代田区東神田3-5-9　石井ビル４F 加藤　照雄

54 特13-301478 平成17年6月15日 株式会社　パソネット 東京都世田谷区新町３－８－４－２０１ 鈴木　延枝

55 特13-302902 平成18年4月12日 イーニッポンシステムズ　株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目15番3号 菊池　徹哉

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

56 特13-303034 平成18年5月15日 カン貿易有限会社 東京都渋谷区幡ヶ谷1-3-1　幡ヶ谷ゴールデンセンターＢ１ サッディク　アハマドカン

57 特13-303280 平成18年6月30日 岡崎システム　株式会社 東京都文京区小石川2-23-11　 岡崎　雅義

58 特13-303281 平成18年6月30日 株式会社　Ｓｕｎ　Ｕｎｉｔ 東京都中央区日本橋茅場町2-4-8　 中村　　有紀恵

59 特13-303287 平成18年7月3日 株式会社　情報技術サービス 東京都新宿区本塩町21-14　 永井　重信

60 特13-306740 平成19年8月7日 有限会社ティーワイ・エンジニアリング 東京都中野区新井2-51-2　 鈴木　信行

61 特13-307134 平成19年9月28日 株式会社　パラマウントトレーディング 東京都中央区日本橋堀留町2-2-8　 宮下　廣人

62 特13-307610 平成19年12月5日 マスターブレーン株式会社 東京都新宿区山吹町16　大野ビル2階 金田　泰和

63 特13-307850 平成20年1月21日 ティ・エム・エス株式会社 東京都千代田区神田松永町10番地　長谷川ビル６０２号 宮崎　和夫

64 特13-309066 平成20年6月19日 ＡＲＡＩアセットマネジメント　株式会社 東京都新宿区新宿2-10-7 荒井　英夫

65 特13-311281 平成21年5月27日 株式会社マルチメディア情報システム 東京都八王子市中町3-13　 三ツ井　由香里

66 特13-312236 平成22年1月20日 ベネフィッテクス　株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2-14-9 新谷　康浩

67 特13-312916 平成22年6月28日 イノシス研究所株式会社 東京都港区六本木５-１３-１　 剣持　勝正

68 特13-314045 平成23年6月10日 株式会社　エバエンブリメントコンサルタント 東京都千代田区鍛冶町2-8-6　 齊藤　英雄

69 特13-314459 平成23年10月24日 Fair&Square 株式会社 東京都港区三田3-4-21　 春日井　繁夫

70 特13-314539 平成23年11月18日 株式会社　セールススタッフィング 東京都豊島区南池袋2-9-9　 水谷　慎吾

71 特13-315171 平成24年5月16日 株式会社Ｔ・Ｓ・Ｉ 東京都稲城市矢野口2071番地 伊東　孝也

72 特13-316192 平成25年4月22日 ジャパンシーアールシーネット株式会社 東京都中央区八丁堀2-1-3　 小曽根　秀明

73 特13-316238 平成25年5月1日 株式会社　インターフォース 東京都港区南青山2-2-15　ウイン青山３２５号室 左納　安雄

74 特13-317751 平成26年9月16日 メンタルサポートマネジメント株式会社 東京都港区北青山２－７－２６　フジビル２８－４階 松本　猛

75 特13-317855 平成26年10月16日 株式会社恒世通ソリューション 東京都豊島区池袋１‐２‐６　 川口　藍

76 特13-306126 平成19年5月24日 株式会社　立命アンデルス・ザイン 東京都板橋区高島平八丁目１４番９号　 安藤　哲雄

77 特13-309671 平成20年9月5日 株式会社　ゼロップ 東京都目黒区鷹番３丁目１６番８号　浜崎ビル２０３号 國光　正憲

78 特13-315564 平成24年9月25日 ピースフルコンサルティング株式会社 東京都千代田区五番町５番地６‐３０７　ビラカーサ5番町 濱田　寛幸

79 特13-316855 平成25年11月29日 株式会社　創和 東京都足立区大谷田４－２－４　 佐々木　俊輔

80 特13-317862 平成26年10月20日 ＡＢＳ株式会社 東京都千代田区麹町一丁目３番地　 武藤　裕也


