
■周りにLGBTの方はいるか
　社内には 　社外には

いる 55
いる 37 いると思う 46
いると思う 48 いない 2
いない 1 いないと思う 4
いないと思う 6 よくわからない 15
よくわからない 30
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■社内でLGBTの方から ■LGBTの方からの苦情やトラブル等が
　　　　　　何か相談を受けたことはあるか 　　　　　　　　　発生したことがあるか

ある 20 ある 21
ない 102 ない 82

よくわからない 19
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■LGBTに関する会話が交わされているか ■LGBTに関する会社の方針を何らか明文化し、

　ネット等で社内・社外に広く公開しているか

聞いたことがある 74 公開している 28
聞いたことがない 48 公開していない 87

よくわからない 7
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■LGBTの当事者・支援者に限らず、
　従業員がLGBTに関する意見を言える機会を提供しているか（複数選択）

いずれも行っていない 73
社内外への相談窓口を設置 31
社内コミュニティ・懇話会等の場を提供 10
無記名の意識調査等の実施 10
よくわからない 6
その他※ 11

■LGBTの支援者を増やしたり、
　顕在化させたりするための取り組みをしているか

取り組んでいる 30
取り組んでいない 87
よくわからない 5

　

122

■従業員に対してLGBTへの理解を促進するための以下の取り組みを行っているか（複数選択）

いずれも行っていない 61
採用担当者等、人事部門への研修 25
全従業員への研修（e-ラーニングも含む） 20
イントラネット等での情報発信 18
管理職研修 17
従業員向け啓発ツールの配布（ハンドブック等）12
よくわからない 6
啓蒙・啓発期間の設定 4
その他※ 16
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取り組んでいる

25%

取り組んでいない

71%
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※その他：

・社内セミナーの開催

・休日研修の実施

・就業規則に「性自認」の文言を最近含めたが、全体の意識

は薄い

・今後全社員に向けて取り組む予定

・現在検討中

・2年前に全社向けの講演会を行った

・階層別研修、ダイバーシティ研修においてLGBTに言及

・昇格者が受講する人権研修の一部に織り込んでいる

・2017年度より行う

・階層別教育における人権啓発研修において、LGBTについて

も触れている

・今後e-learning実施予定

・役員向け研修実施

・小規模勉強会を実施

・人事部門で、今後の取り組みを検討中

※その他：

・人権啓発研修の中でLGBTについても触れている

・ハラスメント相談の内容の一つとして窓口設置

・階層別研修で、LGBTについて理解を促すよう説明している

・グループ統一で人権啓発の職場学習会を実施

・現在、様々な機会を当事者の意見を聞きながら検討しているところ

・研修予定 ・社内SNS

・社外団体と協力してLGBTイベントを主催・協賛・支援している

・アライ（支援者）の募集 ・社内セミナーを実施



■以下にある人事制度やプログラムに対し、
　会社に申請した同性パートナーがいる従業員やその家族に適用しているか（複数選択）

いずれも行っていない 81
休暇・休職（結婚・出産・育児・看護・介護等）19
給付金・手当（慶事・弔事・家族手当・家賃補助等）17
よくわからない 16
赴任（社宅・手当・移転費・赴任休暇等） 13
その他の福利厚生（ファミリーデー・家族割引・保養所等）9
その他※ 17

■トランスジェンダーの方々に配慮した以下の取り組みを実施しているか（複数選択）

性別の扱いを本人が希望する性に配慮している（健康診断・服装・通称等）19
トイレや更衣室の設置及び使用方法について配慮している16
採用時のエントリーシートの性別欄について配慮している13
社内システムの性別欄等について配慮している13
性別適合手術・ホルモン治療への就業継続サポート（休暇・勤務形態配慮等）を行っている2
その他※ 86

■以下にあるLGBTに対する社会の理解促進のための社会貢献活動や渉外活動を行っていますか

いずれも行っていない 93
LGBTイベントの協賛・出展・主催・寄付等14
LGBTイベントへの従業員参加の呼びかけ 13
LGBTをテーマとした次世代教育の支援 5
よくわからない 5
業界団体への働きかけ 1
その他※ 4
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性別の扱いを本人が希望する性に配慮している（健康診断・服装・

通称等）

トイレや更衣室の設置及び使用方法について配慮している

採用時のエントリーシートの性別欄について配慮している

社内システムの性別欄等について配慮している

性別適合手術・ホルモン治療への就業継続サポート（休暇・勤務形

態配慮等）を行っている
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※その他：

・上記内容を来期より取り組む予定

・現在のところ本人からの申し出なし

・前例がないため、適用可否の検討、明文化がされ

てない

・具体的なケースが発生していない

・個人対応

・個別判断

・人事部門で、現在検討中

・同性パートナーの申請を受けたことがない
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※その他：

・現在検討中でまだ実施には至っていない

・とくに日本として何かを行っていないが、グローバルには取り組ん

でいる。

・人事でのパレード参加

・検討中

（複数選択）

※その他：

・いずれも行っていない ・計画中 ・LGBTの方に個別に対応している ・上記内容を来期より取り組む予定

・よくわからない ・現在のところ本人からの申し出なし ・申し出事例がないため、未実施

・具体的なケースが発生していない ・申し出があれば配慮することとしている

・トイレは全店ではないですが、主要都市の店には多目的トイレが設置されている


