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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 28 年 9 月 12 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。

別添

対象となる特定派遣元事業主一覧表
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08-301005 平成21年6月15日

株式会社エスキューブド

茨城県つくば市柴崎６８番地１７

河村 進

2

特22-301244 平成20年6月13日

ソーシャルフェロー株式会社

静岡県沼津市岡一色448-1

東 広明

3

特27-301888 平成19年3月9日

興輝株式会社

大阪府堺市堺区車之町西2丁2-32

池田 一夫

4

特11-300720 平成19年4月25日

株式会社ナット・フォー

埼玉県行田市忍2-2-15 ルナ・ヒルソン2F-201

長濱 豊

5

特11-300795 平成19年6月25日

株式会社マツオ

埼玉県所沢市緑町4-31-12

松尾 勝廣

6

特11-300820 平成19年7月13日

株式会社オネスト

埼玉県本庄市若泉1-3-54

大嶋 清

7

特11‐301309 平成20年12月1日

ディアス工業株式会社

埼玉県川越市大字砂884-2 ハイツミカミA棟103

小暮 滿久

8

特27-304210 平成21年8月24日

織田 小四郎

大阪府大阪市浪速区難波中3丁目16番11号ﾆｭｰﾅﾝﾊﾞﾋﾞﾙ454号 織田 小四郎

9

特34‐300875 平成19年8月21日

Ｄ＆Ｈ物流株式会社

広島県広島市佐伯区坪井1-27-5-5

力山 哲也

10 特34-301293 平成21年1月5日

株式会社グローリー

広島県福山市東手城町4-6-10

小川 恭由

11 特27-304026 平成21年4月27日

株式会社Ｎ’２７

大阪府大阪市中央区道頓堀一丁目1番11号

渋谷 直美

12 特24-301009 平成22年9月6日

有限会社スカイキャニー

三重県鈴鹿市大池三丁目11番7号

西川 孝

13 特24-301222 平成25年1月21日

株式会社ＫＴネット

三重県津市海岸町18番5号B号

楠 賢治

14 特24-301289 平成25年10月29日 株式会社ＣｏｒｅＣｏｌｏｒ

三重県桑名市大字萱町54番地1

松岡 英輝

15 特10-301021 平成24年10月30日 有限会社 東電器

群馬県渋川市中郷598番地の59

仙名 康次

16 特14-303951 平成22年1月13日

横浜トラスト株式会社

神奈川県横浜市中区海岸通四丁目２０番地２ ＹＴ馬車道ビル

海老原 豊

17 特14-304052 平成22年3月31日

有限会社ナンバーワンサービス

神奈川県綾瀬市本蓼川字新道４５３

湊 一彦

18 特14-302472 平成19年9月27日

株式会社ＪＩＮ

神奈川県横浜市中区長者町五丁目72番地 蘭ビル2階

渋井 仁

19 特16-300504 平成22年9月8日

株式会社Ｅ・ｔｒａｎｐｏ

富山県富山市上袋662番地

山下 真明

20 特33-300159 平成18年10月6日

吉川正彦

岡山県倉敷市中畝５丁目７番35-4

吉川正彦

21 特33-300331 平成19年7月30日

株式会社ファスコ

岡山県倉敷市五日市70番地の１

浜田 竜明

22 特38-300007 平成16年7月1日

有限会社瀬野急送

愛媛県今治市矢田甲37－1

瀬野 一久

23 特38-300274 平成20年3月7日

株式会社安藤

愛媛県新居浜市庄内町1-4-115

安藤実

24 特08-301407 平成25年10月11日 株式会社ナナエホーム

茨城県坂東市岩井４３６２－４

岩井 春貴

25 特27-301181 平成18年7月20日

株式会社サイドオフィス

大阪府大阪市北区西天満三丁目7番17号

西川 洋平

26 特27-301978 平成19年3月22日

有限会社アレックスインターナショナル

大阪府豊中市西緑丘1-4-10-501

伊藤 系子

27 特27-302544 平成19年8月24日

システム・ユニオン株式会社

大阪府大阪市福島区野田3丁目5番23号

舘本 健志

28 特27-302988 平成20年2月15日

株式会社ダイショウビルド

大阪府大阪市中央区谷町6丁目6番9号

岩峪 成行

29 特27-303761 平成20年12月5日

有限会社エヌティーオー

大阪府枚方市南楠葉1丁目54番15号

大嶋 香

30 特27-304755 平成22年12月3日

株式会社ＬＩＮＫ

大阪府堺市北区百舌鳥本町三丁2番地1

荒田 哲郎

31 特27-305051 平成23年6月29日

株式会社児弾

大阪府高石市西取石五丁目4番13号

児玉 明則

32 特27-305500 平成24年6月19日

株式会社サンタモニカ

大阪府大阪市住吉区杉本一丁目5番10号

池谷 光司

33 特27-305918 平成25年6月12日

有限会社日東テック

大阪府大阪市中央区糸屋町二丁目3番3-502号

星里 玲子

34 特21-300463 平成20年3月25日

広盛社

岐阜県瑞穂市別府528

廣瀬 拓也

35 特21-300611 平成21年10月13日 OFFICE M

岐阜県岐阜市河渡3-137-2

宮田 清美

36 特21-300456 平成20年3月18日

アドバンスドシステム 株式会社

岐阜県多治見市北丘町5-2-11

中島 弘人

37 特21-300792 平成25年5月15日

可児スタッフサービス

岐阜県可児市下切字観音堂3275番地1

岩渕 ジェニーローズ

38 特21-300759 平成24年10年26日 株式会社 ファースト・トラスト

岐阜県岐阜市城東通3丁目48番地 丸正ビル203号

宇佐美 元幸

39 特21-300599 平成21年7月22日

株式会社 プレミアグループ

岐阜県各務原市各務西町2-87

林 正幸

40 特21-300490 平成20年5月29日

株式会社 プレミア

岐阜県各務原市各務西町2-87

林 正幸

41 特21-300667 平成22年11年15日 株式会社 ウエスト・ジャパン

岐阜県関市東新町5丁目15番地ア・ドリームYAMASHIN304号室

西田 敬

42 特21-300402 平成19年10月23日 株式会社 サクラ・コーポレーション

岐阜県土岐市泉町久尻42-7 真栄マンション土岐302

岡部 秀雄

43 特21-300222 平成18年10月17日 工務 長谷川

岐阜県大垣市大井1-18 スターブルメゾンB 103

長谷川 照夫

44 特21-300235 平成18年11月9日

株式会社 学人

岐阜県各務原市那加織田町2-5-1

山田 晴巳

45 特21-300606 平成21年8月17日

株式会社 ＲＡＣ

岐阜県多治見市坂上町9-45

水野 善文

46 特21-300814 平成25年10月17日 共栄ダクト 有限会社

岐阜県岐阜市山吹町2丁目24番地1 M･ALLEGIANCE 505号室

長野 真奈美

47 特21-300859 平成26年5月26日

株式会社 豊富 笠松支店

岐阜県羽島郡笠松町北及658 ﾒｿﾞﾝG5103号

真野 大輔

48 特21-300072 平成17年2月3日

人材派遣会社 和光

岐阜県土岐市泉大沼町3-9

松本 和彦

49 特21-300500 平成20年6月30日

合資会社 エフビージ

岐阜県可児市川合203-10

藤川 進

50 特21-300758 平成24年10月4日

株式会社TOHNO WORK

岐阜県可児市広見1024

石原 義浩

51 特21-300738 平成24年6月18日

富士 株式会社

岐阜県美濃加茂市加茂川町1丁目１番地1号

中嶋 信海

52 特21-300856 平成26年5月12日

株式会社 GREED

岐阜県瑞浪市土岐町7929番地８ ゴールデンパーク１Ｆ

粟田 路彦

53 特21-300525 平成20年9月26日

ジーエフピー

岐阜県岐阜市琴塚2-12-2

深尾 量康

54 特14-160018 平成11年11月1日

株式会社共栄ワークサービス

神奈川県大和市桜森三丁目８番４号

中野 太郎

55 特14-305301 平成25年9月10日

株式会社スタッフサプライ

神奈川県平塚市老松町２番２１号 ハイネスプラザ杉山１階Ｃ号室

有水 俊一

56 特14-305525 平成26年6月2日

株式会社ＶＥＲＳＩＯＮ ＴＨＲＥＥ

神奈川県秦野市南が丘四丁目５番地の６４

五嶋 晋

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

57 特01-301472 平成21年9月18日

合同会社 匠

北海道札幌市白石区東札幌5条2丁目5－11－403

坂本 康一

58 特01-301482 平成21年10月8日

株式会社カネショウサポート

北海道帯広市西22条北1丁目1-2

笠原 由紀美

59 特08-010138 平成15年10月1日

有限会社英語教育研究所

茨城県日立市大みか町1-34-16-205

木村 智子

60 特22-301181 平成20年4月4日

小田 秀明

静岡県静岡市駿河区広野6-20-27-A4号

小田 秀明

61 特22-302003 平成24年12月3日

株式会社 ＡＯＩ Ｔｒｕｓｔ

静岡県静岡市葵区日出町1-7 シティースペース505号

南城 靖

62 特23-300078 平成16年3月18日

東海パンスペース株式会社

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号

佐々木 雅博

63 特23-300268 平成16年7月26日

共栄商事有限会社

愛知県岡崎市大樹寺三丁目５番地20

上田 正士

64 特23-300465 平成16年12月20日 ビートラインCo.,Ltd.

愛知県刈谷市松栄町一丁目６番地９

永田 雄一

65 特23-305908 平成25年7月18日

合同会社光蓉

愛知県名古屋市中区千代田二丁目25-11・705号

常 光 磊

66 特23-303550 平成20年6月23日

株式会社TRAILO

愛知県長久手市砂子1309

岩田 竜司

67 特27-303168 平成20年4月9日

日本インフィニティ株式会社

大阪府大阪市中央区南本町2丁目4番10号

赤尾 茂

68 特27-304415 平成22年2月25日

株式会社ランクス

大阪府大阪市天王寺区上本町七丁目1番24号

田中 実

69 特27-302127 平成19年4月23日

ＭＭＫ株式会社

三重県松阪市駅部田町1359番地1

岡田 三誠

70 特27-303973 平成21年4月1日

川口 裕子

大阪府河内長野市南貴望ヶ丘5-17

川口 裕子

71 特27-302194 平成19年5月11日

ティーツーケー株式会社

大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目17番5号

髙橋 伸一

72 特27-302396 平成19年6月29日

有限会社スタンダードプラス

大阪府大阪市城東区中央一丁目8番4号

渡邊 哲治

73 特27-304799 平成23年1月17日

株式会社メディカルアシスト

大阪府藤井寺市野中五丁目4-18

硲 真寿

74 特27-305182 平成23年10月7日

株式会社フィールド・アップ

大阪府大阪市中央区内淡路町二丁目4番7号

藤原 弘貴

75 特27-302304 平成19年6月7日

石上 太

大阪府大阪市大正区泉尾5丁目1番11号 正木ビル305号

石上 太

76 特37-300149 平成19年4月13日

有限会社 プラスワン

香川県丸亀市川西町南1522－7

橋爪 一光

77 特37-300298 平成21年2月19日

株式会社 平和配送

香川県善通寺市原田町369

金崎

78 特37-300385 平成22年11月29日 滝 直人

香川県高松市仏生山町甲1643番地2

滝

79 特27-301228 平成18年8月11日

有限会社ティー・エス・エス

大阪府大阪市中央区常盤町一丁目3番18号

寺田 武司

80 特27-303118 平成20年3月26日

グッドジョブ株式会社

大阪府大阪市港区弁天3丁目23番10号

佐賀里 隆之

81 特27-303349 平成20年6月16日

株式会社システム・サポート

大阪府大阪市北区松ヶ枝町6番1号 ｸﾞﾛｳﾋﾞﾙ

荒堀 淳

82 特27-303393 平成20年6月26日

株式会社フォレスターデイリーサービス

大阪府大阪市住之江区西住之江2丁目7番2号

森蔭 隆史

83 特27-303530 平成20年8月22日

株式会社アイアクト

大阪府大阪市中央区南久宝寺町二丁目1番5号

大西 淳

84 特27-305359 平成24年3月7日

建人株式会社

大阪府大阪市中央区谷町九丁目2番14号中田東海ビル3階

綿貫 洋子

85 特23-303829 平成20年10月23日 有限会社北運送

愛知県豊田市竜神帳新生186

北條 英彦

86 特14-030010 平成61年7月10日

大和ビジネス株式会社

神奈川県伊勢原市伊勢原二丁目５番１９号 カルパハイツⅡ101号

小山 計玄

87 特08-300475 平成18年8月2日

株式会社イッセイ

茨城県筑西市乙９１１

永田 一成

88 特08-300268 平成17年6月22日

株式会社スタッフ

茨城県那珂市菅谷６２０２

根本 繁

89 特08-100006 平成4年8月1日

誠常環境開発株式会社

茨城県北相馬郡利根町押戸乙２８

中島 行雄

90 特08-301183 平成23年5月26日

株式会社ＤＩＰＡＬＩ

啓
直人

茨城県潮来市延方西1463-1

ｺﾞｫｯｼｭﾊﾞﾌﾞﾙｸﾏﾙ

91 特38-300249 平成19年11月30日 株式会社エイ・エス・エー

愛媛県松山市三町1-2-24

菅野 光春

92 特08-300766 平成19年11月21日 有限会社ウィンヒューマン

茨城県常総市大輪町９０３－６

一ツ橋 勝人

93 特08-300773 平成19年12月6日

水戸ビジネスサービス株式会社

茨城県水戸市見川町２５６３

井坂 克弘

94 特27-010461 平成16年1月1日

ネットセンジャー・コーポレーション有限会社 大阪府大阪市中央区博労町4-6-17

辻本 優

95 特27-300785 平成17年12月5日

有限会社スマイル21

大阪府寝屋川市香里新町16番11号

山本 隆士

96 特27-301507 平成18年12月11日 株式会社コスミックダイン

兵庫県尼崎市東難波町3丁目17番1号

島中 慶浩

97 特27-302393 平成19年6月28日

有限会社アント

大阪府東大阪市荒本新町46番地 田中ビル２階

山野 壽明

98 特27-302616 平成19年9月19日

株式会社スリーマスター

大阪府大阪市福島区福島四丁目8番14号

小園江 善克
西山 裕

99 特27-304022 平成21年4月24日

株式会社ブレイントラスト

大阪府大阪市北区神山町1番24号 扇町ビル4階

100 特27-304223 平成21年9月1日

株式会社ビジービー

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-3 御堂筋ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ11F 中村 真也

101 特27-304448 平成22年3月25日

有限会社ケイティ設計

大阪府大阪市住吉区杉本2丁目16番3号

102 特27-305474 平成24年6月1日

合同会社ビジネスアーチ

大阪府河内長野市南ヶ丘18番13号

久保 圭子

103 特08-300185 平成17年2月18日

有限会社高尾工業所

茨城県神栖町知手中央4-12-13

高尾 秀子

104 特08-300663 平成19年6月27日

マザーズシステム株式会社

茨城県常総市内守谷町きぬの里3-19-3

杉山 邦雄

105 特21-300438 平成20年1月28日

合資会社 朝日サービス

岐阜県各務原市那加日新町6-3 オフィス21 3階3B号室

別所 敏彦

106 特21-300444 平成20年2月14日

株式会社 TandA

岐阜県岐阜市宇佐南3-9-3号 201号

多川 雄一郎

107 特21-300558 平成14年9月1日

有限会社 ヒロ

愛知県稲沢市赤池東山町91

広瀬 敏夫

108 特21-300053 平成16年11月8日

有限会社 エイビースタッフ

岐阜県美濃加茂市加茂川町2-2-19

堤 隆司

109 特21-300726 平成24年2月16日

株式会社 LIFE SUPPORT

岐阜県岐阜市宇佐南三丁目9番3号2階201号室

纐纈 彰

110 特21-300832 平成26年1月14日

株式会社 シンアイサービス

岐阜県羽島郡岐南町伏屋二丁目63番地 伏屋第一ビル1階103号室

神野 弘信

111 特21-300539 平成20年10月31日 株式会社 HAND

岐阜県大垣市福田町678-1 メゾネット慶城G号

立川 真由美

112 特21-300085 平成17年3月23日

株式会社 ケーディーエス

岐阜県高山市岡本町4-368-2

小瀬 啓二

113 特21-300488 平成20年5月23日

TETCUBIC 株式会社

岐阜県岐阜市萱場南1-13-19 ベアフィールド801

藤間 絵理

寺尾 健

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

114 特21-300592 平成21年5月29日

株式会社 リーダーズ

岐阜県岐阜市加納梅田町3-1

山田 一生

115 特21-300362 平成19年7月9日

有限会社 エス・アイ・エヌ

岐阜県大垣市室村町4-112-4 シャトレ愛松大垣Ⅲ1002

小林 伸

116 特21-300261 平成18年12月27日 有限会社 コンデックス

岐阜県可児市今渡407

野中 三津夫

117 特21-300522 平成20年9月8日

岐阜県岐阜市水主町2-53

仁科 聡司

118 特08-300930 平成20年10月27日 株式会社 塚原観光

茨城県猿島郡境町３６番地の２

塚原 タキ

119 特08-300653 平成19年6月1日

株式会社 みやしょう

茨城県神栖市日川草場１９６３番地８９

岡野 博

120 特08-300406 平成18年3月13日

株式会社 シビルスタッフ

茨城県那珂市菅谷５３９１番地１

宇佐美 孝明

121 特08-300739 平成19年10月19日 株式会社 華組

茨城県石岡市東光台４丁目７番２９号 B－１０２

田中 れい子

122 特08-300420 平成18年4月10日

茨城県つくば市天久保1-18-3

長瀬 正和

茨城県筑西市伊讃美1930

小圷 浩

株式会社 Ｊ．Craft

有限会社 朋友

123 特08-300130 平成16年11月17日 有限会社 関東物流

