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ノキアのリストラ概要
ノ キア は２ ０１ ５年 １ 月、
ＮＴ Ｔ市 場を 目当 てに 松 下通
信工 業㈱ のネ ット ワー ク 事業
部（３００数十人）を買収。
移 籍に 当た って は、 現 職は
継続 し、 か月間 は松 下 通信
工業 の労 働条 件を 担保 し てい
まし た。 日本 の社 員数 は 千数
百人と推察されます。
ノ キアは８ 月 日、 「 希望
退職 募集 」の 案内 を突 然 に社
内発 表。 リス トラ 規模 は 全世
界で 数万 人、 日本 では １ ５０
ノキア社長らの話では、

人が 対象 とい われ てい ま す。
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ノ キア ソリ ュー ショ ンズ
＆ネ ット ワー クス （以 下は
ノキアと略す）の川崎オフィ
ス（ 神奈 川県 川崎 市） で働
く複 数の 労働 者か ら相 談が
寄せられました。
相 談内 容は 、「 希望 退職
への 応募 を上 司か ら迫 られ
てい る」 「上 司と の面 談は
断れ ない のか 」「 元パ ナソ
ニッ ク社 員が 狙い 撃ち にさ
れて いる 」な どの 退職 強要
に関するものでした。
労 働相 談か ら、 ノキ アが
強行 して いる リス トラ が浮
かび上がりました。

第２回大阪支部定期大会を開催

参加しました。
で はな いか 」「 再就 職 援助
森 英一 書記 長は 「雇 用 対 計 画、 大量 雇用 変動 の 届け
策法 を最 大限 活用 すれ ば 、 出は有るのか。無い場合は、
身勝 手な リス トラ をく い 止 リ スト ラ計 画の 中止 を 」な
める こと がで きる 」と し 、 どを訴えました。
同法 に基 づい て雇 用対 策 本
また 、１ 年半 前に パ ナソ
部を ただ ちに 設置 し対 応 を ニ ック から ノキ アに 転 籍し
強め るこ とを 要請 しま し た。 た 労働 者の 大部 分を リ スト
要 請団 は「 退職 強要 が 行 ラ する こと を指 摘し 、 「あ
われ てい る。 ただ ちに 、 実 ま りに も人 権侵 害で 許 せな
態を 調査 して 是正 指導 を 」 い」と訴えました。
「労 働者 は待 って いら れ な
神奈 川労 働局 の担 当 者は
い。できることを早急にやっ 「 今回 、情 報が 寄せ ら れた
ても らい たい 」「 黒字 リ ス の で、 リス トラ 企業 に 対し
トラ をど う思 うか 。許 し た て 情報 収集 を行 って い る。
ら、 労働 局の 役目 は無 い の 労 働者 一人 ひと りの 雇 用を
守ることが局の使命なので、
い ろい ろと 対応 をは か って
いきたい」と回答しました。

２面

「昨 年度の経 常利益 ％ 台か
ら今 年度 上期 は５ ％台 に なっ

ノキア雇用対策本部の設置を求める

た」と理由をあげています。

１面

今 回の リス トラ 人数 の １５
０人 中、 旧松 下通 信工 業 社員
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が１ ００ 人を 占め ると い われ

第７回神奈川支部定期大会を開催

ています。
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ノキアリストラ
アンケートを配布
神奈川支部は９月 日
（月 ）、 ノキ ア川 崎オ フィ
スの 社前 で返 信封 筒付 きの
「ノ キア リス トラ アン ケー
ト」 の配 布・ 宣伝 行動 を取
り組 み、 １９ ２セ ット 配布
しました。
後 日、 ３人 から アン ケー
ト回答が寄せられました。

月 日（木）
神奈川労働局との要請交渉
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シ ョン ズ＆ ネッ トワ ーク ス
株 式会 社の リス トラ に対 す
る 雇用 対策 法の 履行 を求 め
る要請」を行いました。
本要 請交 渉に は、 神奈 川
労 連の 山田 浩文 事務 局長 、
電 機労 働者 懇談 会の 今井 節
生 代表 、日 本共 産党 の畑 野
君 枝衆 院議 員、 君嶋 千佳 子
神 奈川 県議 、加 藤史 子川 崎
市 議団事務 局員らの 人が

交流のひろば、告知板

４面

ノキア雇用対策本部設置を
神奈川労働局に要請
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第１回中央執行委員会

重点活動を決定

３面
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神 奈川 労連 と電 機・ 情報
ユニオン 神奈川支 部は 月
日 （木） 、神奈川 労働局
に対 して 「ノ キア ソリ ュー
13
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