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会 社 名  ヒ ューマン ホールデ ィングス 株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長   佐藤 朋也 

（証券コード： 2415） 

問合せ先  取締役 総合企画兼管理本部担当 黒﨑 耕輔 
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当社子会社に対する業務改善命令についてのお詫びとご報告 

 

当社子会社で主に人材関連事業を運営するヒューマンリソシア株式会社は、平成 22年３月１日付で、

東京労働局より、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

（以下「労働者派遣法」といいます）に違反したとして、労働者派遣法第 49 条第１項に基づく労働者派

遣事業改善命令を受けました。クライアント様及び就業中の派遣スタッフの皆様をはじめとする関係者

の方々には、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深く反省し、心よりお詫び申し上げます。 

 

今回の業務改善命令の内容は下記のとおりでございます。当社及びヒューマンリソシア株式会社は今

回の命令を厳粛に受け止め、原因となった問題点全てに対して、全社を挙げて再発防止に取り組んでま

いる所存です。 

 

１． 処分の内容 

  労働者派遣法第 49条第 1項に基づく労働者派遣事業改善命令 

 

２．処分の原因となった事実 
ヒューマンリソシア株式会社は、平成 20 年 11 月 25 日付にて東京労働局より労働者派遣法第 48 条

第１項に基づく是正指導を受け、全社の労働者派遣契約の契約内容を含めた総点検（以下「総点検」

といいます。）を実施いたしました。 

  締結している全ての労働者派遣契約 21,762 件について実際の業務内容と相違がないか確認するた

めの総点検を実施し、その点検結果を踏まえ、不適正と認められる契約について是正作業を行い、平

成 21 年３月 10 日に東京労働局に対して是正報告書を提出いたしました。 

  しかしながら、是正報告書提出後にヒューマンリソシア株式会社は以下のように３県の労働局より

是正指導を受けました。 

 

（１）神奈川労働局からの是正指導 

本件は当初、派遣受入期間の制限を受けない専門職種として取り扱うことができない業務（以下

「自由化業務」）として契約しておりましたが、派遣労働者から業務内容の聞き取りをしたところ、

テレマーケティングの営業の業務（労働者派遣法第 40 条の２第１項第 1 号に定める専門業務の 24

号業務に該当し、以下「24 号業務」といいます。）にあたると判断し、契約内容を変更して業務を

続けておりましたが、神奈川支社が平成 21 年３月 24 日に下記のような内容で是正指導を受けまし

た。 
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  ＜指摘項目＞ 

①労働者派遣法第 26 条第１項及び第６項、同施行規則第 22 条違反 

24 号業務として契約していたが、実際の業務がそれにあてはまっていなかった。また、自由

化業務に就労させる場合、派遣先より予め派遣契約期間の最終日の翌日（以下「抵触日」とい

います。）の通知を受けなければならないが、これを受けることなく派遣契約を締結した。 

②労働者派遣法第 34 条違反 

自由化業務であるにもかかわらず、派遣労働者に対して抵触日を明示していなかった。また、

就業する日のシフトが明確にされていなかった。 

③労働者派遣法第 37 条第１項 

派遣元管理台帳に、就業する日やシフトを定めていなかった。また、自由化業務にもかかわ

らず、24 号業務と記載している。 

 

（２）兵庫労働局からの是正指導 

本件は当初、事務用機器操作の業務（労働者派遣法第 40 条の２第１項第 1 号に定める専門職種

の５号業務に該当し、以下「５号業務」といいます。）として派遣契約を締結しておりましたが、前

述の全社総点検実施時に、自由化業務にあたると思われたため派遣先と交渉のうえ、業務内容につ

きましては５号業務と合致させるよう是正しておりましたが、神戸支社が平成 21 年４月 27 日に下

記のような内容で是正指導を受けました。 

＜指摘項目＞ 

・労働者派遣法第 26 条第１項第４号、第５号違反 

労働者派遣契約において、「週３～４日勤務する」と記載しており、派遣就業する日が明確に

なっていない。また、「就業時間：業務量の都合により、１日６時間～８時間の勤務とする」と

記載し、就業時間が明確になっていない。 

 

（３）愛知労働局からの是正指導 

   本件は５号業務での契約をしておりましたが、前述の全社総点検時に派遣労働者に確認したとこ

ろ専門業務の付随的業務が１割を超えてはならないという制限を超えて付随的業務（業者会への出

席や祭祀準備など）が行われていることがわかり、派遣先に是正を申し入れ、派遣先での改善途中

でしたが、名古屋支社が平成 21 年 10 月５日に下記のような内容で是正指導を受けました。 

＜指摘事項＞ 

・労働者派遣法第 35 条の２第１項違反 

   業務内容の実態に５号業務に該当しない業務が含まれるため、全体として自由化業務にあた

るにも関わらず、１年の派遣可能期間を超えて継続して就業している。 

 

上記の３事案については是正の取り組みを行っているものの、さらにヒューマンリソシア大阪本社

において、平成 16 年９月 28 日から平成 21 年 10 月 29 日までの間で派遣先に対し、不利益処分の対

象となる事実があるとして、ヒューマンリソシア株式会社が東京労働局より以下の指摘を受けました。 

＜大阪本社に対する指摘事項＞     

  自由化業務であるにもかかわらず、５号業務と称し労働者派遣を繰り返し 21 回にわたり契約を

締結し、 

 ①労働者派遣法第 26条第１項に違反 

   労働者派遣契約書に、従事する業務、就業する日等の内容（以下「業務の内容」といいます。）

を適正に記載しなかった 

②労働者派遣法第 26 条第６項に違反 

自由化業務について、派遣先から抵触日の通知がないのに労働者派遣契約を締結した。 
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③労働者派遣法第 34 条第１項に違反 

派遣労働者に対して業務等の内容及び抵触日を適正に明示しなかった。 

④労働者派遣法第 35 条の２第１項に違反 

自由化業務について、その抵触日以降も労働者派遣を行っていた。 

⑤労働者派遣法第 35 条の２第２項に違反 

派遣先及び派遣労働者に対し、抵触日以降、労働者派遣を行わない旨を適正に通知しなかった。

⑥労働者派遣法第 36 条に違反 

定められた業務を行わせるために選任したはずの派遣元責任者に当該業務を適正に行わせなか

った。 

⑦労働者派遣法第 37 条第１項に違反 

  派遣元管理台帳に記載すべき業務種類等を記載せずに派遣労働者延べ 1,203 人日を派遣した。 

 

大阪本社に対する指摘案件は、前述の全社総点検時の業務確認において、派遣先に対し是正を申し

入れておりましたが、弊社営業担当者変更等により是正の確認が疎かになっていたため、是正されな

いまま大阪労働局のご指摘に至ったものです。 

 

ヒューマンリソシア株式会社といたしましては、前述のとおり 21,762 件に及ぶ全契約の総点検を実

施し、当局の指導に従い適正化に努めてきたものであり、当該業務を自由化業務と認識しながら期間

制限を逃れる等の目的で「５号業務」として取り扱っていたものではございません。また、派遣労働

者延べ 1,203 人日の記載につきましては、延べ日数計算であり、実際には１名の派遣労働者が長期間

業務を行っていたものであります。 

当該指摘案件につきましては、指摘内容を踏まえ、平成 21 年 11 月から派遣先に対して是正の申し

入れを実施、平成 22 年３月 31 日を以って労働者派遣を終了し、平成 22 年４月１日から派遣先にお

いて派遣労働者が直接雇用されることで是正を完了する予定でございます。 
     
    以上の指摘事項の主な原因につきましては、契約時及び総点検において、同社と派遣先、派遣労働

者間の業務内容の確認が不十分であったことや、総点検後の業務内容の継続調査と業務内容の変化の

把握が不十分であったことによるものでありますが、加えて今回特に焦点となった専門 26 業務とい

わゆる自由化業務の判別に係る解釈に齟齬が生じたことも否めません。 
今後、ヒューマンリソシア株式会社におきましては、以下３．に記載のとおり社員教育を徹底し、

コンプライアンスの仕組みと組織体制を再構築いたします。また、派遣スタッフならびにクライアン

トの皆様には法の趣旨をご理解いただき、徹底した業務チェックを行うなど、再発の防止に努めてま

いる所存です。 

 

３．今後の対応 

（１）派遣労働者の業務内容確認のための組織の拡充及び再編 

    従来から主要拠点（札幌、さいたま、東京、立川、横浜、静岡、浜松、名古屋、大阪、広島、

福岡）につきましては、スタッフサポート部（派遣労働者のフォロー部門）に所属するスタッフ

サポート担当者が配置され、当該担当が派遣先を巡回し、１ヶ月に１度の業務確認を行っており

ましたが、平成 22 年２月１日より同部署の責任者をコンプライアンス担当役員とし、クライア

ントコンプライアンス推進室と改称いたしました。 

さらに同室にスタッフサポート担当者とは別途、派遣労働者が派遣契約に基づいた適正な業務

を行っているかの業務確認を専門に行う業務確認担当リーダー及び業務確認担当者を新たに配

置し、従来からのスタッフサポート担当とともに派遣先を定期的に巡回して派遣労働者の業務確

認を含め就業状況の把握を行うものといたしました。これにより全派遣労働者に対する１ヶ月に
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１度以上の就業状況の確認を漏れなく確実に実施できるようにいたします。 

（平成 22 年１月末時点で当該部署の所属は 37名となっておりますが、上記業務確認担当者の

増員を進め、同５月１日には全ての派遣労働者について決められたスタッフサポート担当者また

は業務確認担当者を選任するものとし、業務確認を含む派遣労働者の就業状況の把握を漏れなく

行い、その結果、改善すべき事項がある場合は早急に対応できる体制にいたします。） 

    

（２）派遣労働者からの業務確認結果に関する対応 

従来、スタッフサポート担当（派遣労働者のフォロー担当）が、派遣労働者から契約書記載の

業務内容と実態が相違するなどの事実を把握した場合、当該担当者の上司及び営業担当者並びに

営業担当者の上司に報告するに留まっておりました。 

 

今後、業務確認担当者及びスタッフサポート担当者は、従来の報告に加え、クライアントコン

プライアンス推進室の責任者にも報告し、クライアントコンプライアンス推進室の責任者はその

報告を受けて、営業部門に対し事実確認及び是正内容の報告を求め、その是正結果を確認すると

ともに本社コンプライアンス室に定期報告を実施いたします。また、本社コンプライアンス室は

定期的に抜き打ち調査を実施するなど拠点監査の実施内容を強化いたします。 

 

（３）派遣労働者からのコンプライアンスに関する相談及び苦情専用電話の設置 

    従来からスタッフ相談室を設置し、電話、メールによって業務内容、人間関係、セクハラ、仕

事上での悩み等に関する相談・苦情等に押しなべて対応しておりましたが、法令違反に焦点を絞

ることで法令違反に早く対応することを目的として、コンプライアンスに関する相談・苦情のみ

を対象とする専用ホットラインを別途設置いたしました。 

今後、派遣労働者にホームページ、書面、オリエンテーション時における説明等で周知させる

とともに、相談事例を紹介したチラシなどを作成して派遣労働者に配布するなど、派遣労働者自

身の認識が高まるよう動機付けを行います。 

同時に、相談することによって不利益な取扱いを受けることは決して生じさせない旨も併せて

周知させてまいります。 

 

（４）派遣先管理台帳の改良 

    派遣先に、日々の付随的業務（政令業務以外の業務）の内容及び当該業務に要した時間数を記

載していただくことで付随的業務の割合が１割を超えないように確認いたします。また、日々、

派遣先担当者の確認署名を記入していただき、付随的業務の内容が適正か否かを派遣先にも確認

していただける仕組みといたします。現在、システムの改良を含めた準備中であり、平成 22年４

月１日から実施予定となっております。 

 

（５）社内教育の強化及び派遣先への啓蒙活動 

    派遣先に対しては、派遣法の研修実施を申し入れており、了解をいただいた派遣先の社員様に

対しては派遣法の研修を行っております。また、社内営業部門を対象に、本社コンプライアンス

室がコンプライアンス研修を原則１ヶ月に１回実施しており、全社員を対象としたコンプライア

ンス試験を不定期に実施しております。（昨年４月より全 37 拠点に対してＴＶ会議システムを利

用した研修を６回実施。） 

    今後、派遣スタッフに対して、就業前オリエンテーション時に労働者派遣法の教育を実施いた

します。また、全派遣先に対してコンプライアンス研修を実施させていただけるように要請して

まいります。 
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社内の研修につきましては、社員における旧来の意識を払拭すること、労働者派遣法及び労働

諸法令に関する知識のレベルアップを図ること、労働者派遣を行うにあたり遵法精神を基に常に

問題意識を持つことを重点的に教育いたします。 

 

４．社内処分について 

   当該事項に関する関係者の処分等につきましては、現在検討中であります。 

 

５．今後の見通しについて 

   業績に与える影響につきましては、状況がわかり次第お知らせいたします。 

以 上 


