
平成28年7月4日

平成28年度第二種電気工事士上期筆記試験の結果について

一般財団法人 電気技術者試験センター

当試験センターが、平成28年6月5日、全国57試験地、100試験会場（第１表）で実施

した標記試験の結果を次のとおり発表します。

１．総括

筆記試験の受験者数は74,737人でありました。

。第二種電気工事士試験委員会において、合格基準点は60点以上と決定されました

その結果、合格者数等は第２表のとおりとなり、48,697人が合格し、合格率は65.2%

となりました。

２．地域別の合否状況

全国57試験地を10地区にまとめて、受験者数、合格者数をみると第２表のとおり

。となります。合格率の最高は北陸（70.5%）で、最低は沖縄（52.8%）でありました

３．試験結果の通知、広報等

(1) 試験結果は、7月4日（月）受験者全員に試験結果通知書を送付します。
(2) 試験結果の概要については、本日より下記の当試験センターのホームページで
公表します。
なお、試験問題の解答については、6月6日（月）に公表済みです。

http://www.shiken.or.jp/
(3) 試験結果については、本日より7月19日（火）までの間当試験センターで合格
者一覧（受験番号のみ）を閲覧に供する他、本日より１ヶ月間、下記の当試験セ
ンターのホームページ及び携帯電話で受験番号による検索サービスを行います。

（パソコン用アドレス・携帯電話用アドレス）
http://kensaku.shiken.or.jp/index.html

参考：第二種電気工事士上期筆記試験受験者・合格者数・合格率の推移

〔単位：人・％〕

受験者数 合格者数 合格率

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

79,323 49,312 62.2H26全国合計

79,002 49,340 62.5H27全国合計

74,737 48,697 65.2H28全国合計

備考：率は小数点第２位を四捨五入

以 上



第１表

旭川市 旭川大学　大学校舎、短大校舎 旭川市永山３条２３－１－９

北見市 北見工業大学　１号館 北見市公園町１６５

札幌商工会議所付属専門学校 札幌市白石区本通１７－南５－１５　第２札商ビル

札幌総合卸センター 札幌市東区北６条東３－１－１

大原簿記情報専門学校　札幌校 札幌市北区北６条西８－８－１

札幌科学技術専門学校 札幌市中央区大通西１７－１－２２

釧路市 釧路公立大学 釧路市芦野４－１－１

室蘭市 室蘭工業大学　教育研究１号館 室蘭市水元町２７－１

函館市 北海道教育大学　函館校　１号館 函館市八幡町１－２

青森県 青森中央学院大学　本部棟、１、２、５、７号館 青森市横内神田１２

岩手県 岩手大学　学生センターＡ、Ｂ、Ｃ棟 盛岡市上田３－１８－８

サンフェスタ 仙台市若林区卸町２－１５－２

東北電子専門学校 仙台市青葉区花京院１－３－１

仙台医療福祉専門学校　中央校舎本館 仙台市青葉区中央４－７－２０

秋田県 秋田大学　手形キャンパス　一般教育１、２号館 秋田市手形学園町１－１

山形県 山形大学　小白川キャンパス　基盤教育２、３号館 山形市小白川町１－４－１２

福島県 日本大学　工学部　１号館 郡山市田村町徳定中河原１

新潟大学　五十嵐キャンパス　人文社会、農学部 新潟市西区五十嵐２の町８０５０

新潟青陵大学　１、２号館 新潟市中央区水道町１－５９３９

茨城大学　水戸キャンパス　人文学部講義棟 水戸市文京２－１－１

常磐大学　人間科学部Ｍ棟 水戸市見和１－４３０－１

茨城県ＪＡ会館 水戸市梅香１－１－４

筑波学院大学　１、２号館 つくば市吾妻３－１

帝京大学　宇都宮キャンパス　本部棟１号館 宇都宮市豊郷台１－１

宇都宮大学　陽東キャンパス　２、３号館 宇都宮市陽東７－１－２

群馬大学　荒牧キャンパス　教養教育棟 前橋市荒牧町４－２

高崎経済大学　１、２号館 高崎市上並榎町１３００

ＪＡ共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町１－２

目白大学　岩槻キャンパス　１、２、５号館 さいたま市岩槻区浮谷３２０

東京電機大学　埼玉鳩山キャンパス 比企郡鳩山町石坂９２５－１

ものつくり大学　中央棟、建設棟、製造棟 行田市前谷３３３

千葉大学　西千葉キャンパス　総合校舎 千葉市稲毛区弥生町１－３３

日本大学　生産工学部　津田沼キャンパス　３７号館 習志野市泉町１－２－１

明治大学　和泉キャンパス　第一校舎 杉並区永福１－９－１

中央大学　後楽園キャンパス　５、６号館 文京区春日１－１３－２７

駒澤大学　駒沢キャンパス　１号館 世田谷区駒沢１－２３－１

芝浦工業大学　豊洲キャンパス　交流棟、教室棟 江東区豊洲３－７－５

法政大学　小金井キャンパス　梶野町校舎　東館 小金井市梶野町３－７－２

亜細亜大学　２号館 武蔵野市境５－２４－１０

青山学院大学　相模原キャンパス　Ｄ、Ｅ棟 相模原市中央区淵野辺５－１０－１

専修大学　生田キャンパス　７、８号館 川崎市多摩区東三田２－１－１

明治学院大学　横浜キャンパス　６号館 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

山梨県 山梨学院大学　新１２、新１６号館 甲府市酒折２－４－５

長野県 ビッグハット 長野市若里３－２２－２

岐阜県 岐阜経済大学 大垣市北方町５－５０

静岡県 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金３－１－１０

中部大学　春日井キャンパス　９号館 春日井市松本町１２００

名古屋工業大学　５２・５３号館 名古屋市昭和区御器所町

名古屋学院大学　名古屋キャンパス　白鳥学舎　曙館 名古屋市熱田区熱田西町１－２５

愛知大学　名古屋キャンパス　講義棟 名古屋市中村区平池町４－６０－６

名古屋工学院専門学校　３号館 名古屋市熱田区神宮４－７－３５

三重県 メッセウイング・みえ 津市北河路町１９－１

富山県 富山大学　五福キャンパス　工学部 富山市五福３１９０

石川県 金沢工業大学　扇が丘キャンパス　８号館 野々市市扇が丘７－１

福井県 福井大学　文京キャンパス　工学部、総合研究棟 福井市文京３－９－１

滋賀県立大学　Ａ１棟、Ａ２棟 彦根市八坂町２５００

滋賀医科大学 大津市瀬田月輪町

京都府 京都大学　吉田キャンパス　吉田南構内 京都市左京区吉田二本松町

大阪工業大学　枚方キャンパス　１号館 枚方市北山１－７９－１

大阪電気通信大学　寝屋川キャンパス　Ｊ号館 寝屋川市初町１８－８

大阪市立大学　杉本キャンパス　全学共通教育棟 大阪市住吉区杉本３－３－１３８

大阪産業大学　中央キャンパス　５号館 大東市中垣内３－１－１

大阪商業大学　５、６号館 東大阪市御厨栄町４－１－１０

近畿大学　東大阪キャンパス　Ｂ号館 東大阪市小若江３－４－１

神戸市 甲南大学　岡本キャンパス　１、５、１０号館 神戸市東灘区岡本８－９－１

姫路獨協大学　講義棟 姫路市上大野７－２－１

姫路商工会議所　本館 姫路市下寺町４３

奈良県 帝塚山大学　奈良・東生駒キャンパス　６号館 奈良市帝塚山７－１－１

和歌山地域地場産業振興センター 和歌山市紀三井寺８５６

和歌山英数学館　本館 和歌山市太田２－１３－１２

鳥取県 公立鳥取環境大学　講義棟 鳥取市若葉台北１－１－１

島根県 島根大学　松江キャンパス　教養講義室棟２号館 松江市西川津町１０６０

岡山大学　津島北キャンパス 岡山市北区津島中３－１－１

岡山科学技術専門学校　昭和町校舎　１、２号館 岡山市北区昭和町８－１０

広島工業大学専門学校 広島市西区福島町２－１－１

広島経済大学　１号館 広島市安佐南区祇園５－３７－１

山口県 徳山大学　２、５、６号館 周南市学園台

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　教養教育棟 徳島市南常三島町１－１

香川大学　幸町キャンパス　法・経済学部 高松市幸町２－１

サン・イレブン高松 高松市松福町２－１５－２４

愛媛県 愛媛大学　城北地区　共通講義棟Ａ 松山市文京町３

高知県 高知ぢばさんセンター 高知市布師田３９９２－２

西南学院大学　１、４号館 福岡市早良区西新６－２－９２

福岡工業大学　Ａ、Ｂ棟 福岡市東区和白東３－３０－１

佐賀県 佐賀大学　本庄キャンパス　教養教育１、２号館 佐賀市本庄町本庄１

長崎県 長崎大学　文教キャンパス 長崎市文教町１－１４

新上五島町 有川総合文化センター 南松浦郡新上五島町有川郷７３３

熊本県立熊本工業高等学校 熊本市中央区上京塚町５－１

熊本県立玉名工業高等学校 玉名市岱明町下前原３６８

大分県 大分大学　旦野原キャンパス　教養教育、経済学部棟 大分市旦野原７００

宮崎県 宮崎大学　木花キャンパス　工学部、農学部 宮崎市学園木花台西１－１

鹿児島大学　郡元キャンパス　共通教育棟 鹿児島市郡元１－２１－２４

オロシティホール 鹿児島市卸本町６－１２

ＮＣサンプラザ 鹿児島市東千石町２－３０

奄美市 奄美文化センター（奄美振興会館） 奄美市名瀬長浜町５１７

沖縄大学　本館、１号館、３号館 那覇市国場５５５

琉球大学　千原キャンパス　工学部 中頭郡西原町千原１

ジュビランス 宜野湾市野嵩７３６　ＪＡおきなわ

宮古島市 宮古島市中央公民館 宮古島市平良下里３１５

石垣市 ホテルミヤヒラ 石垣市美崎町４－９

愛知県

滋賀県

沖縄

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

新潟県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

関東

千葉県

東京都

神奈川県

福岡県

　　　　　平成２８年度第二種電気工事士上期筆記試験会場一覧

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住　　　所

北海道
札幌市

大阪府

宮城県

香川県

熊本県

鹿児島県

沖縄県

東北

姫路市

和歌山県

岡山県

広島県



　　　　　　第２表　平成２８年度第二種電気工事士上期筆記試験地区別受験者・合格者数

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

北海道 2,882 1,862 64.6

東　北 6,785 4,408 65.0

関　東 23,892 15,347 64.2

中　部 10,493 6,722 64.1

北　陸 2,101 1,482 70.5

関　西 11,016 7,215 65.5

中　国 4,859 3,244 66.8

四　国 2,419 1,684 69.6

九　州 8,941 6,021 67.3

沖　縄 1,349 712 52.8

合　計 74,737 48,697 65.2

H28.7.4

備考：率は小数点第２位を四捨五入

合格者数 合格率

〔単位：人・％〕

地区別

受験者数


