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特集：D&I ～インクルーシブな組織の醸成～

PwC JapanグループのD&I実践について

PwCは、国連ウィメンの提唱するジェンダー平等の実現に
向けた活動である『HeForShe』に賛同し推進企業※ 1として
ジェンダー平等という社会の重要な課題の解決に率先して
取り組んでいます。この活動は、女性だけでなく男性が男女
平等の実現に向けた議論に参加し、課題解決へ挑むことを
促すものです。PwC Japanグループでは、トップの強いコ
ミットメントのもと、グループ内の各法人から選出された 
HeForShe推進役（チャンピオン）が中心となり、さまざまな
ユニークな取り組みを行っています。また、社外のステーク
ホルダーにもセミナーやウェブサイトなどを通じてメッセー
ジを配信しています。このように一人ひとりが『HeForShe』
について語り、行動を起こすことで、周囲にも行動を促す

PwCあらた有限責任監査法人
PwC Japan Territory Diversity Leader（ダイバーシティ推進リーダー）
パートナー　梅木 典子

※1 PwCは、国連ウィメンによりHeForSheを推進する政府、教育機関、企業の30団体
（10x10x10：テンバイテンバイテン）の一社として、公式に選出されました。

※2 HeForShe取り組み開始時点の男性職員の80％

　急速に変わりゆく社会情勢のなか、私たちはグローバルで多様なクライアントのニーズを素早く的確に捉え、複雑化する重
要な課題を解決していかなくてはなりません。そのためには時代の変化に適応でき、新しいアイデアを創出できる人材の確保
が必要です。
　PwC Japanグループでは、Gender（性別の違い）、Nationality（国籍や文化の違い）、Disability（障がいの有無）、Work 
Style Transformation（働き方改革）の 4つに焦点を当て、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）を推進しています。また、
LGBTの取り組みも開始しています。そのなかで、一人ひとりが自分らしく、持っている能力を最大限に発揮し、協働できるイン
クルーシブなカルチャーの醸成が非常に重要だと考えています。また、『変革の主体を個人』と捉え、『個人の行動』を促す取り
組みに重点を置いています。本稿では PwC Japanグループで実施している『HeForShe』および『Inclusion Café』についてご
紹介するとともに、インクルーシブなカルチャーのもとで活躍しているメンバーを紹介します。

『HeForShe（彼女のために彼ができること）』
～国連ウィメンの提唱するジェンダー平等実現に向けた世界的啓発活動への賛同～

『Inclusion Café』
～自分との小さな約束を通じて『あなたのために私ができることを』実践～

きっかけを提供しています。多様な価値観を持ったメン
バー全体にこの活動を浸透させていくことは決して容易では
ありませんが、地道な活動を継続した結果、活動が浸透し、
PwC Japanグループが目標とする男性職員賛同数※2の達成
に大きく近づいてきました。私たちはこの活動を通して、女
性が男性と同様に活躍できるカルチャーを醸成し、性別に
関係なく一人ひとりが社会の重要な課題解決に貢献できる
環境を実現していきます。

『Inclusion Café』は 2017年秋から始まったインクルーシ
ブなカルチャーの醸成に主眼を置いた新たな取り組みです。
Gender、LGBT、Nationality、障がいの有無、介護など、私

たちを取り巻くさまざまな多様性にかかわる課題について毎
月学びます。そこで、自分にできることは何かを考え、“小さ
な 約 束 ”として意 思 表 明し、行 動 することを 促します 。
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Nationalityをテーマにしたセッションでは、PwC Japanグ
ループの日本人メンバーと多国籍メンバーが集まり、互いの
違いや課題意識を共有し、改善に向けたディスカッションを
行いました。LGBT セッションでは、外部ゲストとして、講師
とカミングアウトした当事者とその上司を招き、そして PwC 
Japanグループのマネジメントも参加してパネルディスカッ
ションを行い、企業としてLGBTに取り組む意義について学
ぶ機会を持ちました。いずれも参加者からの反響は大きく、
一人ひとりの視野を広げていくことにつながっています。

インクルーシブなカルチャーの醸成は一朝一夕で成し得
るものではありません。個人の違いを尊重し、まずは『自分
にできること』から始め、インフルエンサーを増やすことで成
し遂げられていくのではないでしょうか。インクルーシブな
カルチャーを醸成することで、一人ひとりが自分らしく、持っ
ている能力を最大限に発揮し、企業としての競争優位性を
維持することを目指しています。

『Inclusion Café』Nationalityをテーマにしたセッション。『小さな約束』を掲げた参加者たち

D&I各領域で活躍するメンバー
Gender

育児休暇の経験、業務・チーム運営に活用
PwCアドバイザリー合同会社
パートナー

川口 宏

PwCアドバイザリー合同会社では、男
女とも出産・育児特別休暇や育児休業
を取得できます。私は第 1子誕生時に続
き、2016年 6月の第 2子誕生時に計 3週間の休暇を取得し
ました。あらためて家族の大切さを実感するとともに、通常
業務では得られない気付きがあり、大変有意義だったと感じ
ています。

アドバイザリー業務は論理的にさまざまな事態を想定し、
備えることが仕事ですが、育児はしばしば理屈を超越します
ので異なる素養が求められます。育児休暇中は第 1子の幼
稚園送迎を含む家事全般を担当しましたが、「母親業」の大
変さを実感するとともに、生活者視点でビジネスの機会を考
えることができました。

また、子育て中の職員の悩みを多少なりとも理解できたた
め、育児休暇後は「育児と仕事の両立を目指す職員も働き
やすい職場づくり」に向けたマネジメントを意識しました。そ
の結果、最近は配偶者の出産時に1週間程度の休暇を取る
男性スタッフも出てきました。

私は、ダイバーシティ＆インクルージョンは「既存の価値
観に対する挑戦」だと考えています。日本には年齢差や性差

を問わず「仕事をとるのか、家族をとるのか？」といった価値
観が根強く、社会が変わらなければその促進は困難です。
一方で、ビジネスに育児を行う労働者の視点を取り入れるこ
とは企業のイノベーションの源泉にもなり得ます。性差を問
わず新しい発想を持つ優秀な人材の活用促進は社会全体
で取り組むべき課題です。

Nationality
グローバル人材の育成・協働を促す「Global Mobility」
PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー

Rajesh Prasad
（Global Mobilityチームリーダー）

PwC Japanグループ は、PwC のグ
ローバルネットワークを活用した成長戦
略の達成やクライアントの海外展開支援を積極的に推進し
ています。また、「Global Mobility（GM）」プログラムを通
じ、グローバル人材の育成・キャリア開発を強化しており、
この数年間で、日本⇔海外の赴任者数は倍増しています。

GMチームは、彼らの円滑な赴任・業務遂行に向けて①グ
ローバル人材の選抜システム構築、②能力開発プログラム
提供、③適切な業務へのアサインメント支援、④帰任者の
経験・ニーズに応じたビジネスサポートを包括的に行ってい
ます。

私たちは Developmentチームや PwC海外オフィスから日
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本に赴任した多国籍人材、海外からの帰任者と連携し、優
秀な人材に「Global Acumen Readiness Development 
Program（GaRDP）」を行っています。GaRDPでは、彼らがど
のような国においてもスムーズに着任し、専門的な業務や
事業開発に最大限の力を発揮できるよう、異文化間コミュニ
ケーションプログラムをはじめ 19種類の研修コースを提供
しています。

現在、日本人プロフェッショナルは 21カ国・41都市に赴
任しています。また、PwC Japanグループでは 24カ国・54
都市から海外人材を受け入れています。社会における信頼
を構築し、重要な課題を解決するため、私たちはさまざまな
経験をもつ多国籍人材が効果的に協働できる環境整備を戦
略的に進めています。

Disability
「Challenged Athlete Program」を軸に、障がい者雇用を促進

PwCあらた有限責任監査法人
シニアアソシエイト

及川 晋平
（車いすバスケットボール男子日本代表 ヘッドコーチ）

PwC Japanグループは 2009年から、
障がい者スポーツ選手（Chal lenged 

Athlete：CA）の採用・支援プログラム「Challenged Athlete 
Program」を導入しています。私は同年から参画し、CAの
雇用スキームやキャリア構築、社会貢献活動として小中学
校で開催している「車いすバスケットボール体験会」などを
リードしています。

2020 年の東京五輪・パラリンピックを控え、スポーツに
取り組む障がい者は増えています。スポーツ経験のある障
がい者は心身が強く、チームワークに長け、長く働ける可能
性が高い、PwC Japanグループはこのポテンシャルに着目
し、スポンサーシップを通じてCAの競技を支援しつつ、CA
の年齢・意欲に応じ、活動の軸を競技から業務へ徐々にシ
フトする「デュアルキャリア育成」に取り組んでいます。　

CA自身も障がい＝特徴と捉え、価値創出に挑みます。そ
の代表例が、CAとPwCコンサルティング合同会社が都内高
校で開いたワークショップ「ユニバーサルデザインの街づく
り」（2017年10月）です。CAが都市の課題を抽出し、生徒と
ビジネスを企画。現在、具現化が検討されています。

イノベーションは、多様性を認める組織から生まれます。
PwC は柔軟性が高く、障がい者自らが積極的に動き、キャ
リアを形成できる組織です。企業の経営者・人事担当者には

「障がい者ができること」を正しく知り、生産性向上に貢献す
る力があると理解していただきたいです。

HeForSheイベントのご案内

日時：2018年3月8日 13：00 ～17：00　国際女性デー

URL：https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/heforshe-event.html

料金：入場無料

場所：文京シビックホール （大ホール）

共催：PwC Japanグループ

 文京区

 ユニリーバ・ジャパン

 UN Women 日本事務所
          （五十音順）

2017年3月7日に実施したHeForSheセミナーの

第2弾が開催されます。

今年は『マインドセットは自分で決める』をテーマに、

豪華ゲストをお迎えし、さまざまな論点から

HeForSheについて考えていきます。
＊詳細は、URL先をご覧ください。

マインドセットは自分で決める 〜あなたはどんな生き方・働き方を選びますか〜

2017年の HeForSheセミナーで「『社会における信頼を構築し、重要な課題の解決を行う』
というPwCが掲げる存在意義に基づき、HeForSheを通じてジェンダー平等という世界の
重要な問題の解決に率先して取り組んでいきたい」と挨拶するPwC Japanグループ代表の
木村浩一郎

21PwC’s View — Vol. 13. March 2018
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