第 二回

ら、彼 らは帰ろうと せず、 ０時ま で働 いていた。

張 したとき、 ２１時ま で仕事を して帰ろうと した

・むか し化合物デバ イ スの方と 一緒 に内藤電誠 に出

玉川 ルネ サスリストラ相談会
二月七 日 （
金 ） に、第 ２回目となる相談会を開催
いた しま した。

そう や って頑張 って黒字化 した時代もあ った のに、

・利益 のため に労働者を犠牲 にすると いう考 え方は

どう してこうな ってしま った のか。

・化合物デバ イ スの職場 では、火曜 日に職制から の

ひどすぎ る。 小泉 内閣 の頃から急 におか しくな っ

職場の声

説 明があ り、 そ の後 で労組 の職場会があ った。事

・毎 日不安 で、 みんな仕事 に集中 できる状 況 ではな

た様 に思える。

・実 テ技括 は、 一部 の職場 で武蔵 か高崎か決ま って

いようだ。 これから早期退職 の選択を迫られる の

務職 の女性 の行き場が無 いのも問題だ。

いなか ったが、本 日内 々示があ った。高崎行きを

で、ますます 不安 になると思われる。

『 部 門封 じ 込 め 』
の問題

告げ られた方 は落 胆し、退職 しか無 いと言 ってい
た。
・実 テ技 以外 の生産本 でも、本 日から内 々示が はじ

・生産本 の早期 退職は、募集が ２月 ２８日から ３月

半数 の８５名ま で削減すると言われ ています。 そも

達成 」を 目標とされ、 そ のため に現在 の１６９名を

化合物デバ イ ス事業部 は、「２０１４年度 に黒字化

７日で、 ３月末 には退職と言われた。あまり にも

そもなぜ 来年度 いきな り黒字化が 必須な のか に つい

グ ループ 内を中心と した リ ソー スシ フト ・再配置を

基本とする考 えから大きく変わるも のである」とし

て、現時点 で容認 できな いと述 べ ています。しか し、

この化合物デバ イ スで展開され ている リ スト ラこそ

は、削減対象 となる半数 の社員 のほとんどを社内 の

他部 門 では受け入れず 、グ ループ 外 に押 しやる方向

で進 められ ています。

こう した事が 行われる背景 には、部 門単位 の独立

採算性を強力 に求め、 黒字化出来な ければ 部 門 の責

任 でリ スト ラをさ せる構造を定着 化さ せようと の思

想があると思えます。仮 にそう であるとすれば、 こ

の問題は化合物デバ イ スに留まらず 、今後 分社化が

予定され ている生産部 門はもちろん の こと、「
非主流

派」を集めたと言われ ている第 ２ソリ ュー シ ョン事

業本部内 にお いて、 不採算製 品を抱 える部 門 でも、

同様 の理屈 で人員削減が行われる恐れを感 じます。

今後、化合物デバ イ スのリ スト ラにお いて、どれ

だ け実質的な指名解 雇を防 いで雇用を守り、如何 に

し て ソフト ランデ ィング さ せるかは、他部 門 の雇用

を守るう え でも、と ても重 要になると考 えます。

◆場所：中小業者総合センタ
ー ２階会議室
川崎市中原区下沼部
１８８０
◆主催：電機・情報ユニオン
ルネサス懇
◆連絡先：森 英一
(090-4834-6876)
◆参加費：無料

ま った。

急な 日程 である にも関わらず 、会社からは十分な

て、会社から納得 の行く説 明もな いまま、早期退職

Ｃ ｏｒｅ４７号 で労働組合 は、今 回会社が実行 し

は強 い不安を感 じ ています。

の選択期限がど んど ん近づ いていて、職場 の人たち

情報も無く、 これ では選ぶ ことも できな い。
・転勤 しな ければ 早期 退職 しか無 いと思わ せられ て
いるとしたら、退職強 要にあたる のではな いか。

ようとし ている 「
人員適 正化」のあり方を、「
従前 の

次回第３回目は、２月１４
日（金）の１８時より２０時
まで開催いたします。開催時
間帯であれば、いつでも御入
室いただいて構いません。職
場でお誘いあわせのうえ、お
気軽にご参加ください。
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