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Ｌ ＥＣ社 会保険 労務士 講座／ テキス ト・レ ジュメ 訂正情 報  

澤井道場 10 時間で仕上げる！一般常識圧迫講義 

（2022/05/30 現在） 

 

「2022 年度合格目標 澤井道場 10 時間で仕上げる！一般常識圧迫講義」講座テキ

ストにおきまして以下の訂正箇所がございます。大変おそれいりますが、教材の訂正

をお願いいたします。 
 
※科目名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。コードは教材裏表紙のバーコード下に記載してお

ります。 
 

・ 2022/05/30 更新分…ｐ.1～ｐ.6 

 

【2022/05/30 更新分】 

 

澤井道場 10時間で仕上げる！一般常識圧迫講義 

講義テキスト(RL22210) 
 

 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P88 

①本文の 3行目

～4行目 

…両方に支出した企業は

20.2％、ＯＦＦ－ＪＴにの

み費用を支出した企業は

25.1％、… 

…両方に支出した企業は

20.4％、ＯＦＦ－ＪＴにの

み費用を支出した企業は

25.2％、… P89 

①本文の 3行目

～4行目 

P88 

②本文 

ＯＦＦ－ＪＴに支出した費

用の労働者一人当たり平均

額（費用を支出している企

業の平均額。）は 7,000 円

であり、前回に比べ減少し

ている。 

ＯＦＦ－ＪＴに支出した費

用の労働者一人当たり平均

額（費用を支出している企

業の平均額。）は 15,000 円

であり、前回に比べ減少し

ている。 

訂正 

P88 

②の☛ 

☛ＯＦＦ－ＪＴに支出した

費用平均額 7,000 円に減

少 

☛ＯＦＦ－ＪＴに支出した

費用平均額 15,000円に減少 

P89 

②の☛ 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P88 

(3)本文 

企業の発展にとって最も重

要と考える労働者の能力・

スキルについて、管理職を

除く正社員では、50 歳未満

では、「チームワーク、協

調性・周囲との協働力」

（52.8％）、「職種に特有

の実践的スキル」（37.1％）

の順で、50歳以上では、「マ

ネジメント能力・リーダー

シップ」（54.6％）、「課

題解決スキル（分析・思考・

創造力等）」（38.2％）の

順で、それぞれ多くなって

いる。 

正社員以外では、「チー

ムワーク、協調性・周囲と

の協働力」（53.6％）、「職

種に特有の実践的スキル」

（33.1％）の順で多くなっ

ている。 

企業の発展にとって最も重

要と考える労働者の能力・

スキルについて、管理職を

除く正社員では、50 歳未満

では、「チームワーク、協

調性・周囲との協働力」

（52.7％）、「職種に特有

の実践的スキル」（37.5％）

の順で、50歳以上では、「マ

ネジメント能力・リーダー

シップ」（54.6％）、「課

題解決スキル（分析・思考・

創造力等）」（38.1％）の

順で、それぞれ多くなって

いる。 

正社員以外では、「チーム

ワーク、協調性・周囲との

協働力」（53.4％）、「職

種に特有の実践的スキル」

（33.5％）の順で多くなっ

ている。 

訂正 

P88 

(3)本文 

 

 

 

 

 

 

企業の発展にとって最も重

要と考える労働者の能力・ス

キルについて、管理職を除く

正社員では、50歳未満では、

「  、協調性・周囲との協

働力」（52.8％）、「職種に

特有の  」（37.1％）の順

で、50歳以上では、「  能

力 ・ リ ー ダ ー シ ッ プ 」

（54.6％）、「   （分析・

思考・創造力等）」（38.2％）

の順で、それぞれ多くなって

いる。 

正社員以外では、「  、

協調性・周囲との協働力」

（53.6％）、「職種に特有

の  」（33.1％）の順で

多くなっている。 

企業の発展にとって最も重

要と考える労働者の能力・ス

キルについて、管理職を除く

正社員では、50歳未満では、

「  、協調性・周囲との協

働力」（52.7％）、「職種に

特有の  」（37.5％）の順

で、50歳以上では、「  能

力 ・ リ ー ダ ー シ ッ プ 」

（54.6％）、「   （分析・

思考・創造力等）」（38.1％）

の順で、それぞれ多くなって

いる。 

正社員以外では、「  、

協調性・周囲との協働力」

（53.4％）、「職種に特有

の  」（33.5％）の順で

多くなっている。 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P90 

①本文の 2行目

…「正社員のみ実施した」は

40％であった。 

…「正社員のみ実施した」は

約40％であった。 

P91 

①本文の 2行目

訂正 

P90 

①本文の 7行目

…「計画的なＯＪＴを実施し

ていない」と回答した事業所

は40％であった。 

…「計画的なＯＪＴを実施し

ていない」と回答した事業所

は約40％であった。 P91 

①本文の 7行目

訂正 

P90 

(2)本文の3行目

～4行目 

問題点の内訳は、「指導す

る人材が不足している」

（55％）が最も高く、「人

材育成を行う時間がない」

（50％）、「人材を育成し

ても辞めてしまう」（40％）

と続いている。 

問題点の内訳は、「指導す

る人材が不足している」

（54.9％）が最も高く、「人

材育成を行う時間がない」

（49.5％）、「人材を育成

し て も 辞 め て し ま う」

（42.5％）と続いている。 

P91 

(2)本文の3行目

～4行目 

訂正 

P90 

(3)本文の2行目

…ないとした事業所は、

61.4％であった。 

…ないとした事業所は、

60.8％であった。 

P91 

(3)本文の2行目

訂正 

P92 

③本文 

労働者の自己啓発に対す

る支援を行っている事業

所は 80％、自己啓発に対す

る支援を行っていないと

した事業所は 20％であっ

た 

労働者の自己啓発に対す

る支援を行っている事業

所は約 80％、自己啓発に対

する支援を行っていない

とした事業所は約 20％で

あった。 

訂正 

P93 

③本文 

労働者の自己啓発に対する

支援を行っている事業所

は  ％、自己啓発に対す

る支援を行っていないとし

た事業所は 20％であった 

労働者の自己啓発に対する

支援を行っている事業所は

約  ％、自己啓発に対す

る支援を行っていないとし

た事業所は約 20％であっ

た。 

訂正 

P92 

(4)②本文 

職業能力評価を行っている

事業所で、職業能力評価に

おける検定・資格を利用し

ている事業所は 57％であ

り、また、利用している検

定・資格については、「国

家検定・資格（技能検定を

除く）又は公的検定・資格」

が 75％であった。 

職業能力評価を行っている

事業所で、職業能力評価に

おける検定・資格を利用し

ている事業所は 57.7％であ

り、また、利用している検

定・資格については、「国

家検定・資格（技能検定を

除く）又は公的検定・資格」

が 75.3％であった。 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P92 

(5)本文 

技能継承の取組を行ってい

る事業所の割合は、総数で

86％となっており、産業別

にみると、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「学術

研究，専門・技術サービス

業」などで 9 割を超えてい

る。 

技能継承の取組を行ってい

る事業所の割合は、総数で

86.3％となっており、産業

別にみると、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「学術

研究，専門・技術サービス

業」などで 9 割を超えてい

る。 

訂正 

P92 

(5)の☛ 

☛技能継承実施 86％、電・

ガス、学術で 9割超え 

☛技能継承実施 86.3％、

電・ガス、学術で 9割超え 

P93 

(5)の☛ 

訂正 

P94 

①本文の2行目 

労働者全体で 86％であり、

正社員では 90％、正社員以

外で 80％となっている。 

労働者全体で 86.8％であ

り、正社員では 90.2％、正

社員以外で 80.8％となって

いる。 

P95 

①本文の2行目 

…労働者全体で86％であり、

正社員では… 

…労働者全体で 86.8％であ

り、正社員では… 

訂正 

P94 

①本文の6行目

～8行目 

また、最も少ない回答は、

正社員では「語学（外国語）

力」（3.0％）、正社員以外

では「専門的なＩＴの知

識・能力（システム開発・

運用、プログラミング等）」

（1.8％）となっている。 

また、最も少ない回答は、

正社員では「語学（外国語）

力」（2.9％）、正社員以外

では「専門的なＩＴの知

識・能力（システム開発・

運用、プログラミング等）」

（1.9％）となっている。 

P95 

①本文の6行目

～8行目 

訂正 

P94 

①の☛（1つめ）

☛自信あり…正社員 90％、

正社員以外 80％ 

☛自信あり…正社員 90.2％、

正社員以外 80.8％ 

P95 

①の☛（1つめ）

訂正 

P94 

②本文の 1行目

～2行目 

向上させたい能力・スキル

があると回答した割合は、

労働者全体で 90％であり、

正社員では 95％、正社員以

外では 85％となっている。

向上させたい能力・スキル

があると回答した割合は、

労働者全体で 91.8％であ

り、正社員では 94.9％、正

社員以外では 86.5％となっ

ている。 

P95 

②本文の 1行目

～2行目 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P94 

②本文の 3行目

～5行目 

向上させたい能力・スキル

の内容については、正社員

では「マネジメント能力・

リーダーシップ」（39.9％）

が最多となっているが、正

社員以外では 15.5％と、大

きな差がみられる。 

向上させたい能力・スキル

の内容については、正社員

では「マネジメント能力・

リーダーシップ」（40.9％）

が最多となっているが、正

社員以外では 16.4％と、大

きな差がみられる。 

訂正 

P95 

②本文の 3行目

～5行目 

向上させたい能力・スキル

の内容については、正社員

では「    能力・リー

ダーシップ」（39.9％）が

最多となっているが、正社

員以外では 15.5％と、大き

な差がみられる。 

向上させたい能力・スキル

の内容については、正社員

では「    能力・リー

ダーシップ」（40.9％）が

最多となっているが、正社

員以外では 16.4％と、大き

な差がみられる。 

訂正 

P94 

②本文の 6行目

～8行目 

正社員では、次いで、「Ｉ

Ｔを使いこなす一般的な知

識・能力（ＯＡ・事務機器

操作）」（33.5％）、「課

題解決スキル（分析・思考・

創造力等）」（27.7％）が

続いている。 

正社員では、次いで、「課

題解決スキル（分析・思考・

創造力等）」（35.1％）、

「ＩＴを使いこなす一般的

な知識・能力（ＯＡ・事務

機器操作）」（33.6％）が

続いている。 

訂正 

P95 

②本文の 6行目

～8行目 

正 社 員 で は 、 次 い で、

「  を使いこなす一般的

な知識・能力（ＯＡ・事務

機器操作）」（33.5％）、

「課題解決スキル（分析・

思考・創造力等）」（27.7％）

が続いている。 

正社員では、次いで、「課

題解決スキル（分析・思考・

創造力等）」（35.1％）、

「  を使いこなす一般的

な知識・能力（ＯＡ・事務

機器操作）」（33.6％）が

続いている。 

訂正 

P94 

②本文の 9行目

～12行目 

正社員以外では「ＩＴを使

いこなす一般的な知識・能

力（ＯＡ・事務機器操作）」

（41.1％）が最も多く、次

いで、「課題解決スキル（分

析・思考・創造力等）」

（21.4％）となっている。

また、「読み書き・計算等

の基礎的素養」が最も少な

く、正社員が 0.7％、正社員

以外が 1.4％となっている。

正社員以外では「ＩＴを使

いこなす一般的な知識・能

力（ＯＡ・事務機器操作）」

（41.1％）が最も多く、次

いで、「コミュニケーショ

ン能力・説得力」（28.6％）

となっている。また、「読

み書き・計算等の基礎的素

養」が最も少なく、正社員

が 3.4％、正社員以外が

4.9％となっている。 
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 訂正箇所 訂正前 訂正後 

訂正 

P95 

②本文の 9行目

～12行目 

正社員以外では「  を使

いこなす一般的な知識・能

力（ＯＡ・事務機器操作）」

（41.1％）が最も多く、次

いで、「  スキル（分析・

思考・創造力等）」（21.4％）

となっている。また、「読

み書き・計算等の基礎的素

養」が最も少なく、正社員

が 0.7％、正社員以外が

1.4％となっている。 

正社員以外では「  を使

いこなす一般的な知識・能

力（ＯＡ・事務機器操作）」

（41.1％）が最も多く、次

いで、「        」

（28.6％）となっている。

また、「読み書き・計算等

の基礎的素養」が最も少な

く、正社員が 3.4％、正社員

以外が 4.9％となっている。 

訂正 

P94 

②の☛（2つ） 

☛正社員…マネジメント→

ＩＴ 

☛正社員以外…ＩＴ→課題

解決スキル 

☛正社員…マネジメント→

課題解決スキル 

☛正社員以外…ＩＴ→コミュ

ニケーション能力・説得力 

P95 

②の☛（2つ） 

 

※今回の訂正は、教材作成後において、公表済み統計資料の集計方法に誤りがあ

ったことにより、該当の統計資料（各種調査結果等）について厚生労働省が訂

正を行ったことにともなう関連記載部分の訂正となります。 

  受講生の皆様にはお手数をお掛けすることとなり大変恐縮ですが、教材の該

当記載箇所の訂正を重ねてお願いいたします。 

 

以上 


