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派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令
及び労働者派遣事業改善命令について

大阪労働局（局長：森岡

雅人）は、下記のとおり、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（以下「労働者派遣法」と
いう。）に基づき、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、同
法第 14 条第２項に基づく労働者派遣事業停止命令及び同法第 49 条第１項に基
づく労働者派遣事業改善命令を行った。
当該派遣元事業主は、同法違反が繰り返し認められたために、全ての労働者
派遣契約及び事業運営体制の点検・是正の行政指導を受けているにもかかわら
ず、同法で義務づけられている一般労働者派遣事業を行う事業所の新設の届出、
派遣元責任者の変更届出、事務所移転の届出を法定の期日以内に厚生労働大臣
へ行わないまま、約３ヶ月から１年７ヶ月の間、事業を行っていたほか、大阪
労働局長による労働者派遣法に基づく報告の徴収に対し、無届の事業所につい
て虚偽の報告を行っていた。また、大阪府内の派遣先２社に対して派遣可能期
間を超えて、それぞれ 10 ヶ月から３年１ヶ月の間、違法状態で労働者派遣を行
っていた。

記

第１

被処分一般派遣元事業主
名

称

株式会社キヨウシステム

代表者の職氏名

代表取締役

所

大阪市北区梅田二丁目６番 20 号パシフィックマ

在

地

関井圭一

ークス西梅田７階

1１

許可に関する事項

許可年月日

平成 23 年５月１日

許可番号

般 27－ 301785

有効期間

平成 23 年５月１日～平成 26 年４月 30 日

※なお、同事業主は、平成 23 年４月 30 日以前も、以下のとおり厚生労働大臣の許可を得
て、一般労働者派遣事業を実施していた。

第２

許可年月日

平成 15 年４月１日

許 可 番 号

般 27－ 020460

有 効 期 間

平 成 15 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 23 年 ４ 月 30 日

処分内容
労働者派遣法第 14 条第２項に基づく労働者派遣事業停止命令
（労働者派遣事業停止命令の内容は第４のとおり）
同法第 49 条第１項に基づく労働者派遣事業改善命令
（労働者派遣事業改善命令の内容は第５のとおり）

第３

処分理由
株式会社キヨウシステムは、労働者派遣法違反について、繰り返し是正

指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の法違反が認
められたことから、大阪労働局長から全契約の点検及び是正を２度にわた
り指示されていたが、当該２度目の指導中に大阪労働局の調査により次の
１から７の法違反を行っていたことが明らかになったこと。
１． 平成 24 年 10 月 24 日、福井県福井市長本町 418 パルティール長本２
階に所在する株式会社キヨウシステム福井営業所（以下「福井営業所」
という。）において、Ａ社を派遣先とする一般労働者派遣事業を行うに
当たり、事業所新設にかかる届出を、遅くとも平成 24 年 11 月３日ま
でに厚生労働大臣に行わなければならなかったのに、それを行わなか
ったこと。
２． 平成 25 年１月７日に大阪労働局長が労働者派遣法第 50 条に基づき、
同社の事業所（労働者派遣事業及び請負事業を行っていないものを含
む）について、その名称、所在地、連絡先電話番号及び事業内容を報
告するよう求めたことに対し、福井営業所が事業活動を行っているに
もかかわらず、平成 25 年１月 15 日に提出した報告文書において、福
2
２

井営業所に関する事項を一切記載しないことにより、虚偽の報告を行
ったこと。
３． 平成 24 年３月１日、株式会社キヨウシステム名古屋支社は、その所
在地を名古屋市中村区名駅２－36－６伊藤ビル２Ｆから愛知県日進市
赤池二丁目 607 番地ＣＲＯＭビル１Ｆに移転したにもかかわらず、当
該事業所の所在地の変更にかかる届出を、平成 24 年３月 11 日までに
厚生労働大臣に行わなければならなかったのに、それを行わなかった
こと。
４． 平成 24 年４月、埼玉県北本市中央２－89 むさしビル４Ｆに所在する
株式会社キヨウシステム埼玉営業所は、派遣元責任者を変更したにも
かかわらず、当該派遣元責任者の氏名及び住所の変更にかかる届出を、
派遣元責任者の選任日が明確でないため日を特定することはできない
が、平成 24 年４月 30 日までには派遣元責任者を選任していることか
ら、遅くとも、平成 24 年５月 30 日までに厚生労働大臣に行わなけれ
ばならなかったのに、それを行わなかったこと。
５． 平成 23 年４月、福岡市東区香椎駅前１－２－18 エクセル香椎２Ｆに
所在する株式会社キヨウシステム福岡営業所は、派遣元責任者を変更
したにもかかわらず、当該派遣元責任者の氏名及び住所の変更にかか
る届出を、派遣元責任者の選任日が明確でないため日を特定すること
はできないが、平成 23 年４月 30 日までには派遣元責任者を選任して
いることから、遅くとも、平成 23 年５月 30 日までに厚生労働大臣に
行わなければならなかったのに、それを行わなかったこと。
６． 同社は大阪府内に所在するＢ社に対して労働者派遣を行っていたが、
法定の除外事由がないにもかかわらず、平成 21 年 4 月 2 日から平成 25
年２月 20 日まで、派遣可能期間を超える労働者派遣を行ったこと。
７． 同社は大阪市内に所在するＣ社に対して労働者派遣を行っていたが、
法定の除外事由がないにもかかわらず、平成 19 年１月 16 日から平成
25 年２月 15 日まで、派遣可能期間を超える労働者派遣を行ったこと。
第４

労働者派遣事業停止命令の内容
平成 25 年４月 26 日から同年７月 25 日までの間、労働者派遣事業を停止
3３

すること。
第５

労働者派遣事業改善命令の内容
１． 労働者派遣事業、請負事業に係る全社総点検を行い、これらに係る
違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ず
ることを前提に、速やかに是正すること。
総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検する
こと。
（１）

労働者派遣法第 11 条第１項

（２）

労働者派遣法第 35 条の２第１項

２． 第３に記載した法違反発生の原因を究明し、再発防止のための措置
を講ずること。
３． 全社にわたり遵法体制の整備を図ること。

4４

概要図
法違反の事実
1.

平成１９年

平成２０年

平成２１年

福井営業所に係る一般労

平成２２年

平成２３年

平成２４年

24.10.24

働者派遣事業所の新設の

Ａ社に対する労

平成２５年
25.2.14 営 業 所
の存在を確認

働者派遣の業務を実施

未届
2.

労働者派遣法第 50 条に基

24.11.4 届出期限を超え、

づく大阪労働局の報告の

3 ヶ月間無届

求めに対する虚偽報告
3.

名古屋支社に係る一般労

24.3.1 移転

25.12.17 届出

24.4 変更選任

25.1.15 確認

局の指摘で届出るまで 9 ヶ月間無届

変更の未届
4.

に記載せず

24.3.12 届出期限を超え、大阪労働

働者派遣事業所の所在地

25.1.15 「50 条報告」

埼玉営業所に係る派遣元
責任者変更の未届

５

24.5.31 届出期限を超え、7 ヶ月間無届
5.

福岡営業所に係る派遣元

23.4 変更選任

25.1.15 確認

責任者変更の未届

23.5.31 届出期限を超え、1 年 7 ヶ月間無届
6.

Ｂ社に対する派遣可能期

21.4.2 派遣開始

25.2.20 確認

間（3 年）を超えた労働者

24.4.2 抵触日を超え、以降、違法派遣

派遣
7.

Ｃ社に対する派遣可能期

19.1.16 派遣開始

25.2.15 確認

間（3 年）を超えた労働者
派遣

22.1.16 抵触日を超え、以降、違法派遣

注）網掛けは、大阪労働局長による全契約の点検・是正を指示する行政指導を受けていた期間。
（１回目：平成 21 年９月４日～平成 22 年２月２日，２回目：平成 23 年８月 30 日～継続中）
凡例 ●：事実が発生した日
：適法状態であった期間
：違法状態になった日
：違法状態であった期間

参

考

労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の
指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行
うことをいう。
労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の二者に分
けられる。
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
「一般労働者派遣事業」
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
（派遣労働を
希望する労働者を登録しておき、労働者派遣をするに際し、当
該登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣を
するいわゆる登録型の労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業
の典型的な形態である。）
 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可
を受けなければならない。
「特定労働者派遣事業」
 派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業
をいう。
 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対し
て届出をしなければならない。
株式会社キヨウシステムは、平成 15 年４月１日に一般労働者
派遣事業の許可を受けている（許可番号

般 27-020460）。その

有効期間満了の翌日である、平成 23 年５月１日に一般労働者
派遣事業の許可を受けている（許可番号

般 27-301785）。

事業所を新設する際の届出


労働者派遣事業を行う事業所を新設する際は、事業開始の翌日から起
算して 10 日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

5
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株式会社キヨウシステムは、一般労働者派遣事業を行う事業所を新
設したにもかかわらず、厚生労働大臣に法定の期日以内に届出を行
わなかったものである。
一般労働者派遣事業を行う事業所とは、一般労働者派遣事業の内容と
なる業務処理（就業条件の明示、派遣労働者に係る労働契約の締結若
しくは派遣労働者となろうとする者の登録、派遣労働者に係る雇用管
理の実施等の事務の処理。）の一部又は全部を行っている事業所であ
る。

事業所を移転する際の届出
●

労働者派遣事業を行う事業所の所在地を変更する際は、変更した日の
翌日から起算して 10 日以内に、厚生労働大臣に届け出なければなら
ない。

●

株式会社キヨウシステムは、一般労働者派遣事業を行う事業所の所在
地を変更したにもかかわらず、厚生労働大臣に法定の期日以内に届出
を行わなかったものである。

派遣元責任者を変更した際の届出
●

派遣元責任者に変更があったときは、変更に係る事実のあった日の翌
日から起算して 30 日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならな
い。

●

株式会社キヨウシステムは、派遣元責任者を変更したにもかかわら
ず、厚生労働大臣に法定の期日以内に届出を行わなかったものである。

派遣可能期間を超える労働者派遣
●

派遣元事業主は、法定の除外事由がない限り、派遣先の事業所その他
派遣就業の場所ごとの同一の業務について１年を超える期間継続し
て労働者派遣を行ってはならないことになっている。なお、派遣先事
業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者に対し派遣期間を通知し、その

6
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意見を聴いた場合には、派遣可能期間を１年を超え３年以内とするこ
とができる。
●

株式会社キヨウシステムは、同一派遣先事業所の同一業務について、
３年を超える期間継続して労働者派遣を行ったものである。

7
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労働者派遣法

（抄）

（一般労働者派遣事業の許可）
第５条
第１項
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を
受けなければならない。
第２項
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申
請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第１号

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
表者の氏名

第２号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
第３号

一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

第４号

第３６条の規定により選任する派遣元責任者の氏名
及び住所

（変更の届出）
第 11 条
第１項
一般派遣元事業主は、第５条第２項各号に掲げる事項に変更があ
ったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。（略）
○

労働者派遣法施行規則
第８条第１項
法第 11 条の規定による届出をしようとする者は、
法第５条第２項第４号に掲げる事項の変更の届出
にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌
日から起算して 30 日以内に、同号に掲げる事項
以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に
係る事実のあった日の翌日から起算して 10 日以

９8

内に、（略）厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。
（許可の取消し等）
第 14 条
第１項
厚生労働大臣は、一般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５条第１項の許可を取り消すことができる。
第１号

（略）

第２号

この法律（第 23 条第３項、第 23 条の２及び次章第
４節の規定を除く。）若しくは職業安定法の規定又は
これらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した
とき。

第３号

第９条第１項の規定により付された許可の条件に違
反したとき。

第４号

（略）

第２項
厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第２号又は第３号に
該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部
又は一部の停止を命ずることができる。
（労働者派遣の期間）
第 35 条の２
第１項
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の
役務の提供を受けたならば第 40 条の２第１項の規定に抵触す
ることとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降
継続して労働者派遣を行ってはならない。
（労働者派遣の役務の提供を受ける期間）
第 40 条の２
第１項
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同
一の業務（次に掲げる業務を除く。第３項において同じ。）につ
9
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いて、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労
働者派遣の役務の提供を受けてはならない。（略）

第２項
前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める期間とする。
第１号

次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けよ
うとする期間が定められている場合

その定められ

ている期間
第２号

前号に掲げる場合以外の場合

１年

第３項
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同
一の業務について、派遣元事業主から１年を超え３年以内の期
間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、
あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者
派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならな
い。
第４項
派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働
者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見
を聴くものとする。
（改善命令等）
第 49 条
第１項
厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこ
の法律（第 23 条第３項及び第 23 条の２の規定を除く。）その
他労働に関する法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定
を含む。）に違反した場合において、適正な派遣就業を確保す
１１
10

るため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、
派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派
遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを
命ずることができる。
（報告）
第 50 条
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生
労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該
事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報
告させることができる。
（権限の委任）
第 56 条
第１項
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、その一部を都道府県労働局長に委任すること
ができる。
○

労働者派遣法施行規則
第 55 条
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業
を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所
の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者
の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する
都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを
妨げない。
第１号

法第 14 条第２項の規定による命令

第４号

法第 49 条第１項及び第２項の規定によ
る命令

第６号

法第 50 条の規定による報告徴収

（第２～３号、第５号、第７号、略）
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第 61 条
次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
第２号

第 11 条第１項、（略）の規定による届出をせず、若しくは
虚偽の届出をし、又は（略）した者

第３号
第５号

（略）、第 35 条の２第１項、（略）の規定に違反した者
第 50 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

（第１号、第４号、第６号、略）
第 62 条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、第 58 条から前条までの違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条
の罰金刑を科する。
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