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Be myself, Be yourself.
人はみな違い、違うことが素晴らしい。
あらゆる多様性を尊重し、理解しあう。

誰もが、自分を偽らず、自分であることに誇りをもって、自分らしく働ける場
所。そんな場所をデロイト トーマツ グループは作り続けたいと思っていま
す。進化し続けるデロイト トーマツ グループで働く個性豊かで素敵なメンバ
ーを知ってもらいたい。素敵な個性をもったあなたと一緒にデロイト トーマツ
グループを変えていきたい。この想いを受け取ってもらえたら、という気持ち
でこのニュースレターを作りました。

自分らしく働き、自分と違う仲間を受け入れ尊重し、最高のパフォーマンスを
発揮するプロフェッショナルたちの声を聞いてください。
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CEO MESSAGE

私たちデロイト トーマツ グループは、激動する社会において価値創出を目指す
プロフェッショナルファームとして、日々、変革への挑戦を重ねています。そし
て、その挑戦の中には、Diversity, Equity & Inclusion（DEI）の推進も含まれま
す。
ジェンダーやセクシャリティ、人種・民族、宗教や言語などを含む文化の違い、障がいなど、個人が
当たり前にもつ多様な違いを互いに認め、活かし合い、一人ひとりが成長を実感しながら活躍できる
環境の構築に向けて、これからもグループ内のみならず、社会全体に対してもDEI推進を積極的に働
きかけていきます。
ただこれは、一朝一夕では成し得ない目標であることも確かです。しかし、私たちが挑戦を続け、地
図なき道を進み続ける姿から、社会全体の変化へ貢献できることもあると、私は考えます。
デロイト トーマツ グループは、DEI推進こそが、個人にとって、クライアントにとって、社会全体
にとって、最も価値ある変革をもたらすための道であると信じ、私たちの共通の価値観である
Lead the wayを体現していきます。
木村 研一
デロイト トーマツ グループ CEO

1

INTERVIEW

僕

“ 誰もが当たり前に自分らしく、
笑顔で働ける職場であるように ”
当事者

有限責任監査法人トーマツ /マネジャー：L T

は10年前、デロイト トーマツの監査法人に公認会計士として入社しました。LGBT+の中ではTに当たるトランスジ
ェンダーのFtM（Female to Male）。出生時に割り当てられた性別は女性で、性自認は男性です。当時はLGBT+なん

て言葉は知っている人のほうが少ないような時代だったので、会社でカミングアウトして働くという選択肢は自分の中に
はなく、女性として入社して働き続けてきました。
それが変わったきっかけは、去年の繁忙期に15kg痩せるくらい体調を崩したことです。それだけ身体を壊して、やっと生
き方や働き方を一度立ち止まってゆっくり見直してみたんです。10年間、働くことはあくまでお金を稼ぐためで、そこ
に自分らしさは必要ない、期待も望みも持つものではないと諦めてきた。それがいかにストレスだったかに気がついたん
です。人生やりたいことだけをし続けても、し尽くせないかもし
れない。だったら、何かを我慢してし続ける時間なんてない。仕
事は朝から晩まで、自分の人生の一番長い時間を費やす場です。
そこで何かを我慢して生活していくのはもう無理だなと思いまし
た。
正直、最初はトーマツを辞めるつもりだったのですが、ダイバー
シティ担当のパートナーと話をして、カミングアウトをしたうえ
で、ダイバーシティ業務にも関わりながらデロイト トーマツで
働き続けることを決めました。トランスジェンダーであることを
オープンにして働いている前例は監査法人にはなく、正直、何が起こるかは保証できない、当事者であるあなたに少なか
らず覚悟は必要になる、という話もされました。こわい気持ちもありましたが、前例がないのであれば、一例目になる意
義はとても大きいと思った。それに、初めて自分だからこそできる仕事だと思えたんです。そうして、社内でカミングア
ウトをして働き始めたのが、今年の5月のことです。
今回、CEOメッセージの中に「誰もが自分であることに誇りをもって自分らしく働ける職場をつくっていく」と書かれて
いるのですが、本当にそれが一番大切だと思います。カミングアウトする前の自分は、働いている時に何の誇りもなかっ
たんです。自分を偽っていたから、職場がただ苦痛で仕方なかった。彼女のことを「彼氏」に置き換えて話したり、パン
ツスーツとはいえ女性物のスーツを着ないといけなかったり、声のトーンを無理に上げたり。時間もお金も頭も心も、必
要のない部分で多くのエネルギーを使っていたなと思います。

カ

ミングアウトしてからはそれが180度変わりました。この半年程の僕の
変化を近くで見てくださっている方からは「人は自分らしく生き始め

ると、こんなにも楽しそうに生きられるのかと思う」と言っていただいて。
本当に楽になりました。同僚や上司、後輩とも偽らず向き合えるので、人間
らしい付き合いができるようになった。笑うことも増えました。
仕事に限らず、どんなことでも楽しい方がいいですよね。本当に自分らしく
笑顔でいる方が、周りも幸せになる。子どもの頃に「将来の夢は？」と聞か

れた時、友達が、お医者さん、お花屋さん、パイロットなどと答える中
で、僕の夢はただ「背広を着てネクタイをして、男性として働くこと」だ
ったんです。だから今、僕は子どもの頃の夢を叶えられた。初めてスーツ
を着てネクタイを締めて、ダイバーシティ担当パートナーと一緒に公の場
に出た時、そのパートナーが「誇らしい」と言ってくれました。その時
は、涙が出そうなくらい嬉しかったです。
ひとつだけ、今はちょうど過渡期なので、自分のフロアのトイレが使えな
い現象が起きていて。社内全員がまだ知っているわけではないので、男性
用トイレに行くと女性として僕を知っている人にびっくりされる。でも女性用トイレに行ってもびっくりされる。仕方な
く、今は別のフロアに行っています。移転する新オフィスには男女関係なく使用できる誰でもトイレが設置されるので、
とりあえずはそこを使用できると思いますが、僕は男性として生活したいので、ゆくゆくは誰にも不愉快な思いをさせず
に男性トイレを使えることが希望ではありますね。
LGBT+に関わる体制という面では、デロイト トーマツは今まさに
変革期。一人ひとりの声がすごく重みを持つ時期だと思います。
グループ全体でみんなが働きやすい環境をつくっていこうという
体制が整い始めているところです。逆を言えばまだ十分な状況で
はないので、傷つくことや足りない部分もあるかもしれません
が、伝えてもらえれば全力で
改善に向かって努力していき
ます。いま社内で一番必要な
のは「理解」だと思います。
それぞれが、自分と違うもの
を否定したり排除するのではなく、認める考えを持つということ。もしネガティブ
な感情を持つ人がいたら、素直に伝えてほしいと思っています。悪意をぶつけられ
るのはさすがに苦しいですが、受け入れられない、わからないということは伝えて

LGBT+相談窓口の設置
当事者をはじめ、プロジェクトチ
ームメンバーや部下にLGBT+を
持つ方など、様々な悩みを相談で
きるLGBT+相談窓口を設置。

もらえば、対話ができる。見えないと何も対応ができないし、隠されたものはどこ
かで溜まっていって、爆発した時にとても不幸なことになってしまうかもしれな
い。人間の社会生活はコミュニケーションがなければ成り立たない。だからどんな
ことでも、コミュニケーションを続けていきたいと強く思います。

今

後のLGBT+施策のビジョンはとても大きく、施策実行にもまだまだ課題はあ
りますが、小さな一歩でも前に進んでいけば、いつか目指すところにたど

り着けると思っています。グループD&Iとしては2020年をひとつのターゲットとし
て、それまでにデロイト トーマツのLGBT+に関する風土づくり、体制などをある程
度形にしたり、もっと改善させていきたいと考えています。この活動は一生やり続
けることではないと思うし、それは望んでいません。どこかで終わりが来てもらわ
ないと困る。誰もが当たり前のように自分らしく働ける環境になることが目標なの
で。2020年、今進めていることが形になったら、今度は僕個人として何がしたいか
をもう一度ゆっくり考えたいと思っています。これからの2年間、会社の変革とと
もに、自分の道がどこに向かっているのかも見ていくのが楽しみです。

誰でもトイレの設置
新オフィスの各階に、ジェンダー
に関係なく誰でも使用できるトイ
レを設置。
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２

“ 平等性を重視するカルチャーと多様性。
変化を受け入れる土壌はできていると思います ”
当事者

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 /シニアコンサルタント：G S

013年10月にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社（DTC）に新卒で入社して、今は6年目です。医療業界
を中心に、企業の事業戦略、M&A、組織再編、官公庁の調査案件等のプロジェクトに携わっています。2、3年く

らい前から、社内のダイバーシティ活動におけるLGBT+施策の推進にも関わってきました。
入社してから数年は、同期や個人的に親しくなった人以外にはゲイであること
は話さずに働いていました。ある時、常駐していたクライアントのオフィスで
のチームメンバーとの雑談で「付き合っている人はいるの？」と聞かれたので
すが、隣にクライアントがいることが気になり、はぐらかすような答え方をし
たんです。ただ、そういう答え方は自分でもあまり気分が良くないし、相手も
気になってしまいますよね。それで、しばらくしてチームメンバーとの懇親会
があった時に、「自分はゲイで、だからああいう答え方をして…」と話をしま
した。「だからだったのか」と納得してもらえて、結果的にはチーム内でのコ
ミュニケーションもより円滑になったのですが、説明する機会がなければ不必
要な誤解が生じていたかもしれないという懸念も感じました。曖昧な対応は相
手に不信感を与えるし、クライアントに対してもそういう対応をするのではな
いかと思われるかもしれません。仕事上の評価にも影響がありかねない。

そ

のような経験もあり、社内のLGBT+への認知度やカルチャーを少しずつ変
えていった方がいいのだろうなと思い始めました。当時はLGBT+の社員が

いることもあまり認知されていない状況だったので。DTCではラウンドテーブ
ルという、スタッフ層のメンバーが社長を囲んでカジュアルに話をできる場が
定期的に開催されています。まずはそこに参加して、自分の体験と、LGBT+のメンバーのためにこういうことを変えてほ
しい、といったことを伝えたんです。そこから本部のメンバーもがんばってくれて、今では制度がかなり整ってきまし
た。たとえば、パートナーが同性の場合も入籍証明書がなくても同じ住所で一緒に住んでいることを証明すれば、全社
員・職員がハネムーン休暇等の慶弔休暇を申請できるようになりました。デロイト トーマツ グループ全体に共通して言
えるのですが、平等性をとても重視するカルチャーがあります
ね。不平等をなくそうという姿勢は徹底している。あとはラウ
ンドテーブルのように、入社して間もないジュニアスタッフで
もちゃんと意見を伝えられる場があったり、新しいことでも合
理性を持って説明すれば受け入れてもらえる風土があります。
そこは、他のファームに比べても優れているのではないかなと
思うところですね。
入社したての頃は、ゲイであることから生じる細かい悩みが多
かったんです。チームメンバーやクライアントに伝えるかどう
かもですし、たとえば、海外出張で同性愛が法的に禁止されている国に行くことになったらどう対応するのか、とか。小

さな不安が積み重なっても、それを相談できる人が社内にいなかった。そういう時に、近くの人に気軽に相談できる環境
になればいいなと思います。隣の席の人や、プロジェクトの上司とか。そのためにはまず、社内での認識と理解を深める
ことが目標ですね。以前に比べれば、認知度は徐々に上がってきています。新しく入社する方の中には、オープンにして
いるLGBT+のメンバーも増えていますし。デロイト トーマツは新卒、中途を含め、様々なバックグラウンドのメンバーが
いて、多様性はとても高い職場です。なので、自分と違うものに対して、話を聞いて受け入れていく土壌はあるのかなと
思います。
カミングアウトには当然リスクが伴うので、考
えながらの判断ではありますが、LGBT+のメンバ
ーで悩むことなどがあったら、周囲の信頼でき
る人にぜひ相談してもらえればと思います。レ

LGBTを考慮した制度策定及

インボーのAllyステッカーも良い目印ですね。少

びルール見直し

なくともステッカーを貼っているメンバーは、

LGBT+メンバーが働きやすい環

社内のLGBT+関連の集まりに参加したことがあっ

境の構築を目指し、各種規程・制

たり、ある程度、理解や知識のある人なので。

度等の整備・見直しを実施中。既

相談をされる立場になった場合は、まずは否定

に福利厚生においては同性パート

せずにちゃんと話を聞いて受け入れたうえで、話し合いながら一緒に解決策を見つ

ナーも対象となるよう変更済み。

けていってもらえたらいいですね。最終的には、社内でも、社会的にも、普通に話
ができるようになって、Allyステッカーがまったくいらなくなるのが理想だと思い
ます。まだ、ずっと先の話かもしれませんが。

会

社の課題としては、LGBT+のロールモデルの不在です。デロイトグローバル
で見ると、オープンなLGBT+の当事者でパートナーの役職についている方が

いるのですが、日本ではまだいません。キャリアを築く中で、ロールモデルがいな
いために悩みを抱えたり選択肢が減ってしまうのはもったいない。カミングアウト
をしたうえでクライアントの関係も良好に築けていて価値を出している、というパ
ートナーが、将来的に出てくればいいなと思っています。

--------〈 福利厚生 〉--------

➢

慶弔休暇

本人の結婚や家族の忌服の際に
取得できる有給休暇です。結婚
とは同性婚を、配偶者とは同性

クライアントとの関係性は非常に難しいですね。たとえば海外ではLGBT+のコンサ

パートナーを含みます。

ルタントを拒否するクライアントとはビジネスを行うべきでない、といったスタン
スまで議論されている地域もある一方、今の日本では難しいところがある。ただ、

➢

企業から徐々にでもそういったスタンス、方向性を打ち出していかないと、社会も

本人の結婚や家族の忌服の際に

変わっていかないですからね。

支給される支給金です。結婚と

慶弔金

は同性婚を、配偶者とは同性パ

私たちのビジネスは、組織や事業のあり方を考えるビジネスです。LGBT+関連の体
制についても、どのように進めるか提案したり、例を示せるようになることが重要
ですし、最終的には、業界、社会全体をリードできるようになることが必要だと思
います。LGBT+メンバーだけの問題として見るのではなく、会社全体としてどのよ
うなあり方を目指しているのか、どういう方針を打ち出すのか、それぞれが自分事
として一緒に考えていけたらいいですね。

ートナーを含みます。

➢

配偶者出産休暇

配偶者の出産時に取得できる有
給休暇で、配偶者とは同性パー
トナーを含みます。
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ア

“ 自分たちが見たい変革を
まずは社内から、起こしていこう ”
Ally

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 / スタッフ：L P

メリカのペンシルバニア州出身で、東京に住んで11
年になります。デロイト トーマツには2016年の1月

に入社し、DTCSの翻訳チームに所属しています。Allyステッ
カーは半年くらい前に社内の友人が貼っているのを見て存在
を知り、すぐにもらいに行きました。なるべく周りから見え
やすい場所がいいと思い、パソコンの画面の隅に貼ってあり
ます。「どなたでも気になったら気軽に話しかけてください
ね」という、ちょっとしたサインみたいな感じです。
LGBT+当事者の方と初めて個人的に出会ったのは高校時代。
親しくしていた仲間のうち2人がLGBT+で、一番仲が良かった
友人はゲイの男性でした。彼らと仲良くなったことでLGBT+の人たちが社会で他の人たちと同じような権利や扱いを受け
られていないことを痛感し、応援するためにできる限りのことをしたいと思うようになりました。一番身近な方法は、友
好の手を差し伸べること。友達になることだと思います。デロイト トーマツでも、積極的にLGBT+メンバーを支援するた
めにD&I活動に参加しています。社内にもLGBT+の友人はいます。カミングアウトされたのは、一緒に働き始めて2年くら
い経った頃。会話の中で「ところで、私は…」と言われて、「あ、そうなんだ」って。私にとっては周りにLGBT+の人が
いるのは当たり前のことなので、本当に、何も特別なことは思わなかったです。入社した当初からずっと仲が良かったの
で、向こうも私には話しても大丈夫かなと思ったのかもしれないですね。
アメリカに比べると、日本のLGBT+の社会運動は加速度的に進んでいると思います。この10年でニュースや政治の場で
LGBT+の話題をよく聞くようになったし、東京レインボープライド（TRP）も今では当事者だけでなくAllyも多く参加する
かなり大きなイベントになっている。今年（2018年）のTRPには、デロイト トーマツも協賛企業としてブースを出しまし
た。たくさんの方、特に就活中の学生の方が「デロイト トーマツはこういう活動をしているんですか」と、驚き、喜ん
でくださったのが印象的でした。LGBT+当事者だけでなく、AllyでもLGBT+メンバーへの配慮がある会社で働きたいと感じ
る人は多いと思います。社会に対しても強いメッセージを発信できますね。
Allyとして特に気をつけていることのひとつは、どんな人にも
当てはまる言葉を使うことです。これは、翻訳チームの仕事の
ポリシーでもあります。英語圏のビジネス文化では、性別や性
的指向などを限定した言い回しを使うのは不適切になるので。
プライベートでも「彼氏」や「彼女」の代わりに“partner”とか
“significant other”と言ったり、常に使う言葉は意識しています。
言葉の上で配慮が足りない部分は行動にも同じように表れてし
まうものですから、気をつけないといけないと思います。あと
は、プライベートな話を無理に聞こうとしないこと。相手が話
したくなさそうな話題はプッシュしないことが大事。迷うなら

聞かない方が良いですね。相手の境界線を無理に踏み越えるのではなく、自分の周りに話しやすい雰囲気をつくるように
しています。「よろしければ、ここに自分らしく好きなようにいてください」という感じ。興味がなければ、それでも
OK。

本

当の意味での平等な社会を実現するには、あくまで法律やルールの整備が重要。デロイト トーマツには社会と業
界の両方をリードして、他の一流企業や行政機関と連携しながら、変革を実現することに貢献していってほしい

です。たとえば、同性パートナーシップ制度をすでに実施している渋谷区や、LGBT+関連の体制をすでに実現している企
業、組織と一緒に仕事をするとか、他の組織でのLGBT+施策の実践を支援するとか。できることを模索していってほし
い。
どこの国でも、政治よりもビジネスの方が意識が進んでいることが多いです。ア
メリカでも多くの企業が15年程前から同性パートナーへの福利厚生の適用を始め
ましたが、同性婚が合法になったのは2年前です。法律は今すぐには変えられな
い。それなら、まずは社内から自分たちが見たい変革を実現するためのシステム
をつくっていこう、という姿勢を企業が持つことはとても大切だと思います。法
律で保障されていない社会的な保護を会社がある程度提供することも可能です。
デロイト トーマツでも、今は同性パートナーも平等に福利厚生を取得できるよう
になりました。会社として、LGBT+の人たちが平等な権利を持って暮らすことに

東京レインボープライド
東京レインボープライドに 2018
年から参加。ブースを出展し、
代々木で開催されたパレードに
は、役員からスタッフまで多くの
メンバーが参加しました。

できる限り貢献していきたいですね。
LGBT+当事者で、職場では本当の自分を隠さないといけないと感じる方も少なく
ないと思います。一方で、LGBT+の友人や同僚をサポートしたいと思っている当
事者以外のメンバーも少なくないと思います。だから、輝いている自分を抑えな
いでください。Be yourself。自分らしくいてください。いつも簡単にできること
ではないのはわかっていますが、黙って静かに苦しむ必要はないと思います。悩
みや困ったことがあったら、よければ誰かに相談してください。友達のためにで
きることはしていきたいと思っています。

Allyネットワーク
LGBT+の活動を支持・支援する
全社的な LGBT+の Ally ネットワ
ークとして、Deloitte Tohmatsu
Rainbow（DTR）を組成していま
す。
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“ 共に働く私たちも、
「当事者」として取り組んでいく ”
Ally

有限責任監査法人トーマツ / パートナー：M T
有限責任監査法人トーマツ / シニアマネジャー：Y K
有限責任監査法人トーマツ / シニアスタッフ：A N

監査法人では初めてトランスジェンダーであることをカミングアウトをして働き始めたL Tさん。
会社としても初のクライアントへのカミングアウトの経緯やそれぞれの思いなど、同じチームで働くメンバーの皆さんに
率直なお話を伺いました。

組織としての、クライアントへのカミングアウト。
（2018年）9月26日にクライアントの専務取締役、統括部長、監査役など、関わる主要なメンバーの方に対
して、L Tさんがこれから男性として働いていくというご説明と、組織と組織として対応していきたいという

MT

お話をしました。先方からは、「全然問題ありません」、「お互い協力して取り組んでいきましょう」と言
っていただきました。
クライアントの反応は、非常に前向きにとらえていただけた印象です。まず名前やメールアドレスは近日中
に変わるので、先方でL Tさんが普段やりとりをしている方にはお伝えいただくようお願いしました。他に、

YK

今後は服装も変わること、男性用トイレを使用できるようにしていきたいことなどもお話しました。
これから具体的に課題を共有して、対応策などを検討していくところです。クライアントは女性も活躍して
いる会社で先進的な印象はありますが、組織、個人レベルでの意識やどのようなLGBT+施策を行っているか
はまだ伺っていないので、まずは相互理解をする必要があります。トーマツがダイバーシティ施策にどう取

MT

り組んでいるかも説明しないといけないと思っています。
トーマツとしてもクライアントへのカミングアウトは初めてだったので、そもそもトーマツとしてどういう
方針があるのかも含め、社内のグループD&Iとも協議を重ねたうえで進めています。おそらくクライアント
にとっても、初めてのケースだと思います。初めて同士なので意見交換しながら進めていくことが大事なん

YK

だと思います。
僕たちもまだ知識や理解が足りないので、グループD&Iなどに協力してもらえると安心できます。本人も、
周囲の人間も困った時に相談できるルートを組織的につくることができれば、多少時間がかかってもうまく

MT

いくのではないでしょうか。

カミングアウトを受けてのそれぞれの思いと変化。
最初に聞いた時はびっくりしましたが、それで何が変わるわけでもないと思いました。でも詳しく話を聞い
ているうちに自分が本当に勉強不足だと気づいて。当事者の人たちがどう考えているのか、もっと知りたい

AN

と思いました。
僕は最初は全然驚かなかったです。L Tさんは普段から男性に近い服装もしていたし、ちょうど社内でダイバ
ーシティ研修を受けたばかりだったので、自分の中でも理解が進んでいたのかもしれません。ただ、これま

YK

で知らずに傷つけるような言動をしたことはなかっただろうかとは思い返しました。
僕も基本的に仕事上の付き合いだから、特に何も変わらないだろうと最初は思ったのですが、後からいろ
いろ課題はあるなと気づきました。一番は、クライアントとの関係ですね。チームの責任者である僕は、
もちろん無関係ではいられないですから。個人的にも、たとえば僕はまだL Tさんのことを「彼女」と言っ

MT

てしまうことがあります。「彼」ですよって指摘されて初めて、頭ではわかっていても、言葉遣いや行動
につながっておらず、まだ完全にマインドが変わっていないのだと気づかされます。
チームとしてまだ理解ができていない部分があるのだと思います。今後クライアントに働きかけていくう
えでも、まず自分たちが理解をして行動につなげていく必要があると思っています。

YK
最初に「今までと変わらない」と安易に思ってしまったのは良くないことかもしれないよね。本質的に認
識を変えていくのには時間がかかるから。現実的に起こる変化を実際には理解していなかった。

MT

共に働く仲間も、ある意味「当事者」になる。
私は疑問に思うことがあったら何でもL Tさんに聞ける関係性ができていますが、そういう関係性がない人
は、そもそもどういうことをしたり言ったりしたら傷つくのかとか不適切なのかとかもわからないと思い

AN

ます。そこの理解を広められる職場環境をつくれたらいいなと思っています。
事務所の他の監査チームや同僚にもこういうケースがあることを伝えて、組織全体の認識を深めていきた
いですね。プライベートな付き合いの中でも、LGBT+に対してネガティブな言動を見せる人がいたりした時
に自分に何ができるのかは考えるようになりました。変えるための行動をしたいという使命感みたいなも

YK

のが生まれました。僕は主任として下のメンバーをリードする立場でもあるので、行動規範を示す意味で
も先行モデルになれればと思いますし、将来、上のポジションに立った時にも、いろいろな人が活躍でき
るように働く環境を整えていきたいですね。
普通にやりたい仕事ができる環境さえ整っていれば、周りの人の本当の心根までは探る必要も、変える必
要もないんだと思っています。理解する人とは親しく個人的に付き合えばいいし、そうでない人と無理し
て付き合う必要はないと思うので。ただ、やりたい仕事をする上で仕事のパフォーマンスに支障が出ない

MT

環境を作っていきたいです。そして、他の職員と同じように、パートナーになる道が拓けているようにし
たいと思っています。

L Tさんが今後トーマツで働き続けていく時に、LGBT+であることがキャリアの妨げにならないようにはチ
ームでサポートしていきたいですね。

YK
僕は、これまでLGBT+の人がどんなふうに生きているかとか感じているかをあまり考えたことがなかった
んです。でも今回のことで、僕もまさに当事者になった。L Tさんと一緒に仕事をしていくうえで、クライ
アントや周囲の人たちとの関係性の中では決して無責任ではいられないですから。だからこそ、L Tさんが
何を考え、どうしたら自然に自分らしく振舞えるのか、よく理解しないといけないと思いました。他の企

MT

業でのLGBT+の社員のための取り組みなども目につくようになりましたね。ちゃんと公正な条件で働ける
ようにトーマツ全体で努力していかないといけない。本当に、いい勉強をさせてもらっています。

LGBTに関する研修の実施

PRIDE指標

LGBT への理解促進のための研修を実施。

職場における LGBT などのセクシュアル・マイノリティ（以
下、LGBT）への取組みの評価指標「PRIDE 指標」において、
2018 年から 3 年連続ゴールドを受賞。
【PRIDE 指標について】
wwP が目指す「企業等の枠組みを超えて LGBT が働きやすい
職場づくりを日本で実現する」を目的に策定された指標で、本
指標に対する企業等の取り組み内容を募集、表彰する取り組
み。
「PRIDE 指標」は以下の 5 指標から構成されており、それぞ
れの要件に合致していれば 1 点が付与され、5 点獲得企業・団

➢

LGBT ランチ勉強会

社内当事者を講師として、当事者目線での経験を共有するこ

体はゴールド、4 点獲得企業・団体はシルバー、3 点獲得企
業・団体はブロンズを獲得。

とで、SOGI や LGBT について正しい知識を身に着け、理解
を深められる機会の提供。

1. Policy（ 行動宣言）
2. Representation（ 当事者コミュニティー）

➢

3. Inspiration（ 啓発活動）

LGBT 研修

弊社 OB の当事者を講師に招き、LGBT 研修を実施。研修内
で、「LGBT とは」、「LGBT を取り巻く 環境の変化」、
「Dos & Don'ts」、「カミングアウトや相談を受けた際の対
応」等について学習。

➢

Inclusion 研修

※全社員・全職員必須受講研修

Inclusive な職場環境の実現に向けた取り組みを学ぶ
Inclusion 研修の中で、LGBT への Dos & Don’ts など求めら
れる行動を学習。

4. Development（ 人事制度・プログラム）
5. Engagement（ 社会貢献・渉外活動）
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思

“みんな違うということを理解して
課題に向き合うことが大切 ”
当事者

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 / コンサルタント：Y S

春期以降、人生の半分くらいを海外で暮らしてきました。カナダで大学まで、それからアメリカの大学院で研究
をして、2016年に日本に帰国、就職しました。社会人として働くのは、日本が初めてです。子どもの頃から自分

が同性愛者であることは認識していましたが、自分が同性

う

愛者であるということで向けられる周囲からの目を意識し
たのは、カナダの大学に入ったくらいからです。カナダは
LGBT+、特に同性婚を合法にする動きなどでは日本よりも15
年くらい進んでいるので、その中にいたことで理解が深ま
ったという感じです。
当時はもちろん、葛藤もありました。自分が他とは違って
いるという個人としての問題もひとつですが、ゲイやレズ
ビアンというラベルを知り、社会における位置づけを理解
するようになると、これまでLGBT+の人たちが抱えてきた歴
史が、ずん、と肩に乗るような感じがしました。自分だけの問題ではなく、脈々と続いてきた歴史の一部になるのだとい
う意識が生まれました。特に当時はムーブメントの最盛期だったので、その流れに入っていく感覚がありましたね。
カナダは同性婚という点ではオランダの次に進んでいて、2003年以降、州レベルから始まり、2005年には国全体で同性
婚が合法になりました。私が住んでいたのはまさにその時期で。その後に移ったアメリカでも、結婚を異性間でのみ認め
るとしていることが憲法違反だと最高裁が認定した時に住んでいました。日本もまだまだとはいえ、これからそういう機
運があるのだろうと感じています。国ごとに政治が動いていくタイミングには幅があるのですが、なぜか、いつもその真
っ只中にいる感じです。社内でわざわざ、「ちなみに、私は同性愛者です」みたいにカミングアウトをしたことはないで
すが、特に隠してきたわけでもないです。周りの人と普通に仲良くなったら、会話で出てくることもありますし。DTCの
新卒には4月入社と10月入社がいるのですが、私が採用された10月入社は８割くらいが帰国子女か外国人なんです。それ
もあってか、親しくしている同期や社内の友人にはカミングアウト
をして特に驚かれたりしたこともありません。ただ、10月入社は社
内ではマイノリティなので、会社全体としてはまた違うとは思いま
す。

ず

っと同性愛者として生きてきたので、無意識に周囲の反応に
敏感になっていて、LGBT+の話題に触れて大丈夫か、カミング

アウトして大丈夫な状況かを見ている部分はあると思います。職場

う

では、必ずしも常にプライベートな話をすることもないですし。こ

れはLGBT+だけでなく、たとえば外国人だったり、特定の宗教を信じている人だったり、色々な切り口でのマイノリティ
とされる人たちも同じような感覚で働いているんじゃないでしょうか。
人事には入社前からカミングアウトしています。内定をいただいた時、アメリカに彼女がいたので、「同性パートナーを
日本に連れてきたいと思った場合、どのような制度がありますか」という質問をしたんです。そうしたら人事の方が「社

内でカミングアウトを受けたケースは初めて」みたいな感じで驚かれて、ちょっとした騒動になりました。当時は社内に
LGBT+関連の明確な制度や指針が一切なかったので、人事の方は本当に対応の仕方がわからなかったみたいです。私は何
か特別な対応を求めていたわけではなく、制度があるか聞いただけだったのですが……。ずっと海外で暮らしてきたこと
もあって、ああ、日本はこういう感じなのか、と思いました。日本社会の当時の現状を反映していたというか。それが、
2年くらい前の話です。その頃から、社内でもいろいろ変わり始めました。

こ

の2年間で、デロイト トーマツはすごく変わったと感
じています。今は、同性パートナーも婚姻関係を結ん

でいる異性のパートナーと同様に扱うという制度もできまし

う

た。たとえば、同性パートナーとのハネムーン休暇を申請す
ることもできます。休みはとれるならとりたいですよね
（笑）。あとは、同性パートナーと結婚（事実婚）したとき
には結婚祝金が支給されますし、もし私が亡くなった場合も
パートナーに弔慰金が渡されます。制度的には、日本の今の
法律を考えた時に可能なところまで整えられてきたと思いま
す。Allyステッカーも社内で見られるようになって、社内の
空気も変わってきたと思いますよ。

もちろん、まだできることもたくさんあると思います。たとえば、実際にハラスメントを受けた時に会社としてどう対応
するか、それが徹底されているかどうか。あとはクライアントありきの職種なので、クライアント側にホモフォビックな
人（同性愛に対して偏見をもつ人）がいた時にはどのように守ってくれるのか。どこまで指針が定められていて、どこま
で実務上で浸透しているか。その辺りの具体的なところは、これからですね。言葉遣いなども含め、個人個人の意識を高
めていくことも重要だと思います。

L

GBTと一言でいっても、直面する問題や悩みは人それぞれです。たと
えば、外国人で同性パートナーがいる人だったら、今の日本の法律で

は同性パートナーにビザが発行されないので一緒に移住できないという大

う

きな問題がある。また、見た目や振る舞いが社会一般の伝統的なジェンダ
ーのイメージにマッチしているかどうかでも、社会生活のしやすさが変わ
ります。なので、一般論で考えることは、非常に難しいと感じていて、大
切なのは、それぞれ皆違うということを理解したうえで、当事者も当事者
以外も色々なことに向き合っていくことだと思っています。
将来的には、LGBT+に限らず、もっといろんな人が働く会社になればいいなと思います。今はまだ、画一的なところがあ
るので。卵が先か，ニワトリが先かという話になりますが、いろいろな人が働ける環境づくりを進めるとともに、いろい
ろな人が実際に入社してくれたら、社内の文化もそれにつれてより多様性に富んだものに変わっていくだろうと思いま
す。女性や外国人の社員の割合ももっと増えて、隣にいる人が自分と違うことが当たり前な会社になればいいなと思いま
す。

Workplace Pride Global Benchmark

Allyグッズの販売、及び売上の寄付

グローバル非営利団体 Workplace Pride による、職場におけ

Ally であることを表明するためのグッズ として、LGBT+

るセクシュアル・マイノリティへの取り組みにおける評価指

のシンボルであるレインボーカラーをテーマにデザインし

標「Workplace Pride Global Benchmark2019」でトップス

たネックストラップやピンバッジ、ステッカーなど多様な

コアを獲得。

オリジナルグッズを社内販売。全売上が LGBT+支援団体
への寄付金となります。

婚姻の平等に関する提言に賛同
■在日米国商工会議所（ACCJ)
■Business For Marriage Equality

詳細はこちら
詳細はこちら

ガイドラインの整備
LGBT+に関する基礎知識及び実際に想定される対応事例な
どをまとめた「全社員・職員向けガイド」および、「トラン
スジェンダー（トランジション）ガイドライン」を整備し、
全社で運用。

D-NNOVATION へのブログ記事掲載
デロイト トーマツ グループが変革の最前線からプロフェッ
ショナルとしての視点やストーリーをお届けするスペシャル

グローバルとの連携

サイト「D-NNOVATION」にて、LGBT+についての記事を

■Deloitte Globe

掲載。

UK、US、オーストラリア、オランダなどデロイト各国が
参加する LGBT+のネットワーク。アジアではじめてのメ

▪

LGBT という言葉がなくなる日をめざして

ンバーとして日本も加盟し、各国と連携した LGBT+施策

▪

「変わる」ために「変える」～東京レインボープライ

推進やブランディング、アワードをはじめとしたエミネン

ド 2021 参加に寄せて～

ス向上に向けて活動。詳細はこちら

#DeloittePride
#DeloitteProud

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマ
ツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グル
ープは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサル
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