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社会保険労務士として、全社員が
活きる組織づくりに取り組む

　私は社会保険労務士・ワークライフバランスコンサルタント
として、主に中小企業の職場環境の整備や組織の活性化、社内
風土の改善など、「働き方の見直しで全社員が活きる組織づくり」
への取組提案・業務改善の支援を行っています。
　２０代の頃は関西を中心に四国や北陸などのライブハウスやホ
テル、企業のパーティーなどに出演し、シンガーとして活動し
ていました。好きなこととはいえ、昼夜逆転の生活は体力的に
ハードなこともあり、将来にわたって長くできる仕事ではない
という思いから「３０歳でシンガーは辞める」と決めていました。
半年後に ３０歳を迎えようという時、知り合いから社会保険労務士
の話を聞き、何か運命的なものを感じ、数日後には資格取得に
向けての勉強を始めていました。
　３１歳からのキャリアチェンジは資格合格こそしているものの、
実務経験はおろかデスクワークの経験ですらほぼゼロでした。
社会保険労務士事務所での勤務は初めてのことばかりで年相応
のオフィス業務が全くこなせず情けない毎日を過ごしました。
それを補うため、電話の取り方に始まり、敬語の使い方、仕事

PROFILE

オフィス  ルシール代表

１９７７年滋賀県生まれ。関西を中心にライブハウス、イベント、企業パーティー
などでシンガーとして８年間活動したのち、３０歳で社会保険労務士試験合格。
社会保険労務士事務所勤務を経て、 ２０１０年 社会保険労務士開業。
２０１５年「オフィス ルシール」に変更し、業務改善・社内風土の改善・ワーク
ライフバランスなど働き方の見直しで全従業員が活きる組織づくりの取組支援
を行う。

の受け方、パソコンの操作など、新入社員が読むようなオフィス
マナーの本を読んだり、自腹で高額なビジネスマナー講座に通っ
たりしました。失敗を多く経験した分、型通りではない解決手段
を体得できたと思います。
　私にとって仕事とは、自分の得意分野や役割を発見し、それら
を育て、発揮することで周りの人や社会が必要とする価値を生
むことだと考えます。これから、男女問わず何らかの制約を受け
る人が増える中、従業員誰もが安心して活躍できる企業となるた
めの提案をして、そうした取り組みが企業発展に繋がるという真
の価値を伝えていきたいです。

経営者のお困りごとについての相談を受けていると、ご
自身で答えを出されることがよくあります。話している
なかで考えが明確になったり、新たな施策への決意が生
まれたりする瞬間に立ち会うことで「では、私には何が
できるのか」と想像の翼を広げることにやりがいを感じ
ます。

　自分のできることや得意なことはごく限られているので、
自分の足りない能力を持った専門家とチームを組むこと
も多いです。自分一人では頓挫してしまうことでも、
それぞれの強みを活かし、お互いの苦手分野をフォロー
していくことで完成させることができます。
　話し合いの中でアイデアが明確になったり、新たな取
り組みへの決意が生まれたりした時に「では、私は何が
できるのか。」と考えるのはとても楽しいことです。

山下さんの１日のスケジュール

私の挑戦＆ステップアップ 仕事と家庭との両立で工夫して
いること

これからの目標

２０代半ばから「シンガーは３０歳まで」という自分の中で
の期限があったので、２９歳から資格取得に向けて勉強を
始めました。まず、法律独特の難しい文章に慣れることが
最初の大きな壁でしたが、勉強を進めていくうちに知らな
いことを知っていくことの面白さを感じてきました。
　試験日までの３回の模試の結果が全て E 判定という全く
手ごたえのない状態でしたが、「自分で設けた期限を裏切れな
い」という思いと「新しい人生を切り開く」というがむしゃ
らな気持ちが試験日当日までの５か月間諦めずに勉強し
続ける気持ちを支えてくれました。

　出産後、仕事も家事も全て自分でやらなければと必要以上
に頑張ろうとしていましたが、最近は仕事、生活、子育ての
優先順位を柔軟に切り替えるようになりました。たいていの
ことは「自分じゃなくても」「今じゃなくても」「このやり方じゃ
なくても」問題なく回るのだと気付いたことで邪魔をしてい
た自分のこだわりが消え、家族に頼ることを覚えました。
　基本的に日曜日と祝日は家族の時間にしていますが、夜以
降や休日に仕事が入る場合もあるので、スケジュール１か月
分をホワイトボードに書き込み、お互いに共有しています。
また、仕事と家庭に時間が取られ、「自分時間」が後回しに
なりがちなので、意識的に取るようにしています。

　自分に降ってきたことはひとまず引き受けるという姿勢が自分の見えない能力を引き出してくれます。女
性活躍推進の機運による後押しもあり、自分では力不足だと思うような役割に抜擢されることもあるかもし
れません。その機会を推薦してくれた方の思いに委ねて、積極的に手を挙げていただきたいと思います。
　女性は結婚、出産、子育てなどのライフイベントにより、自分の思い描いたとおりにいかず、ジレンマ
を抱えることもあります。しかし、それは「自分は何がしたいのか」と心に問いかけるきっかけかもしれま
せん。辛い時期こそ自分を育てる絶好の機会だと思います。

　出産、育児だけではなく、介護、自身の闘病により時
間的・場所的な制約を抱える人は男女問わず増えていき
ます。職場環境の整備や職場風土の改善により、制約
のある従業員でも安心して活躍でき、優秀な人材の確保、
組織活性に繋がるようなご提案を企業にしていきたいと考
えています。また、万が一の時に大事な人を守るための
武器として、女性の経済的な自立は必須だと考えるので、
女性のキャリア支援にも取り組んでいきたいです。
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社会保険労務士として、全社員が
活きる組織づくりに取り組む

　私は社会保険労務士・ワークライフバランスコンサルタント
として、主に中小企業の職場環境の整備や組織の活性化、社内
風土の改善など、「働き方の見直しで全社員が活きる組織づくり」
への取組提案・業務改善の支援を行っています。
　２０代の頃は関西を中心に四国や北陸などのライブハウスやホ
テル、企業のパーティーなどに出演し、シンガーとして活動し
ていました。好きなこととはいえ、昼夜逆転の生活は体力的に
ハードなこともあり、将来にわたって長くできる仕事ではない
という思いから「３０歳でシンガーは辞める」と決めていました。
半年後に ３０歳を迎えようという時、知り合いから社会保険労務士
の話を聞き、何か運命的なものを感じ、数日後には資格取得に
向けての勉強を始めていました。
　３１歳からのキャリアチェンジは資格合格こそしているものの、
実務経験はおろかデスクワークの経験ですらほぼゼロでした。
社会保険労務士事務所での勤務は初めてのことばかりで年相応
のオフィス業務が全くこなせず情けない毎日を過ごしました。
それを補うため、電話の取り方に始まり、敬語の使い方、仕事

PROFILE

オフィス  ルシール代表

１９７７年滋賀県生まれ。関西を中心にライブハウス、イベント、企業パーティー
などでシンガーとして８年間活動したのち、３０歳で社会保険労務士試験合格。
社会保険労務士事務所勤務を経て、 ２０１０年 社会保険労務士開業。
２０１５年「オフィス ルシール」に変更し、業務改善・社内風土の改善・ワーク
ライフバランスなど働き方の見直しで全従業員が活きる組織づくりの取組支援
を行う。

の受け方、パソコンの操作など、新入社員が読むようなオフィス
マナーの本を読んだり、自腹で高額なビジネスマナー講座に通っ
たりしました。失敗を多く経験した分、型通りではない解決手段
を体得できたと思います。
　私にとって仕事とは、自分の得意分野や役割を発見し、それら
を育て、発揮することで周りの人や社会が必要とする価値を生
むことだと考えます。これから、男女問わず何らかの制約を受け
る人が増える中、従業員誰もが安心して活躍できる企業となるた
めの提案をして、そうした取り組みが企業発展に繋がるという真
の価値を伝えていきたいです。

経営者のお困りごとについての相談を受けていると、ご
自身で答えを出されることがよくあります。話している
なかで考えが明確になったり、新たな施策への決意が生
まれたりする瞬間に立ち会うことで「では、私には何が
できるのか」と想像の翼を広げることにやりがいを感じ
ます。

　自分のできることや得意なことはごく限られているので、
自分の足りない能力を持った専門家とチームを組むこと
も多いです。自分一人では頓挫してしまうことでも、
それぞれの強みを活かし、お互いの苦手分野をフォロー
していくことで完成させることができます。
　話し合いの中でアイデアが明確になったり、新たな取
り組みへの決意が生まれたりした時に「では、私は何が
できるのか。」と考えるのはとても楽しいことです。

山下さんの１日のスケジュール

私の挑戦＆ステップアップ 仕事と家庭との両立で工夫して
いること

これからの目標

２０代半ばから「シンガーは３０歳まで」という自分の中で
の期限があったので、２９歳から資格取得に向けて勉強を
始めました。まず、法律独特の難しい文章に慣れることが
最初の大きな壁でしたが、勉強を進めていくうちに知らな
いことを知っていくことの面白さを感じてきました。
　試験日までの３回の模試の結果が全て E 判定という全く
手ごたえのない状態でしたが、「自分で設けた期限を裏切れな
い」という思いと「新しい人生を切り開く」というがむしゃ
らな気持ちが試験日当日までの５か月間諦めずに勉強し
続ける気持ちを支えてくれました。

　出産後、仕事も家事も全て自分でやらなければと必要以上
に頑張ろうとしていましたが、最近は仕事、生活、子育ての
優先順位を柔軟に切り替えるようになりました。たいていの
ことは「自分じゃなくても」「今じゃなくても」「このやり方じゃ
なくても」問題なく回るのだと気付いたことで邪魔をしてい
た自分のこだわりが消え、家族に頼ることを覚えました。
　基本的に日曜日と祝日は家族の時間にしていますが、夜以
降や休日に仕事が入る場合もあるので、スケジュール１か月
分をホワイトボードに書き込み、お互いに共有しています。
また、仕事と家庭に時間が取られ、「自分時間」が後回しに
なりがちなので、意識的に取るようにしています。

　自分に降ってきたことはひとまず引き受けるという姿勢が自分の見えない能力を引き出してくれます。女
性活躍推進の機運による後押しもあり、自分では力不足だと思うような役割に抜擢されることもあるかもし
れません。その機会を推薦してくれた方の思いに委ねて、積極的に手を挙げていただきたいと思います。
　女性は結婚、出産、子育てなどのライフイベントにより、自分の思い描いたとおりにいかず、ジレンマ
を抱えることもあります。しかし、それは「自分は何がしたいのか」と心に問いかけるきっかけかもしれま
せん。辛い時期こそ自分を育てる絶好の機会だと思います。

　出産、育児だけではなく、介護、自身の闘病により時
間的・場所的な制約を抱える人は男女問わず増えていき
ます。職場環境の整備や職場風土の改善により、制約
のある従業員でも安心して活躍でき、優秀な人材の確保、
組織活性に繋がるようなご提案を企業にしていきたいと考
えています。また、万が一の時に大事な人を守るための
武器として、女性の経済的な自立は必須だと考えるので、
女性のキャリア支援にも取り組んでいきたいです。
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