
2019年11月8日

2019年度第一種電気工事士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、2019年10月6日、全国47試験地、81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37,610人でした。

。第一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、20,350人が合格し、合格率は54.1%となりました。

２．地域別の合否状況

地区別の受験者数、合格者数、合格率は第２表のとおりです。合格率の最高は

中国(56.5% 、最低は沖縄(48.5%)でした。）

３．試験結果の通知、広報等

。(1) 試験結果については、11月8日(金)受験者全員に試験結果通知書を送付します
https://(2) 試験結果の概要については、本日より当試験センターのホームページ(

で公表します。www.shiken.or.jp/)
なお、試験問題の解答については、10月7日(月)に公表済みです。

(3) 試験結果については、本日より11月21日(木)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：第一種電気工事士筆記試験の受験者数・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）

38,427 18,076 47.0H29全国合計

36,048 14,598 40.5H30全国合計

37,610 20,350 54.12019全国合計

以 上



第１表

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所

北海道教育大学　旭川校 旭川市北門町９

北見工業大学　１号館 北見市公園町１６５

札幌科学技術専門学校 札幌市中央区大通西１７－１－２２

北海道大学　札幌キャンパス　工学部 札幌市北区北１３条西８

釧路公立大学 釧路市芦野４－１－１

室蘭工業大学　教育研究１号館 室蘭市水元町２７－１

北海道教育大学　函館校　１号館 函館市八幡町１－２

青森大学 青森市幸畑２－３－１

青森県観光物産館アスパム 青森市安方１―１ー４０

岩手県 岩手大学　学生センター棟 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

東北福祉大学　ステーションキャンパス 仙台市青葉区国見１－１９－１

東北工業大学　八木山キャンパス　１、９号館 仙台市太白区八木山香澄町３５－１

秋田県 秋田大学　手形キャンパス　一般教育１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 山形市小白川町１－４－１２

福島県 日本大学　工学部　７０号館 郡山市田村町徳定字中河原１

新潟大学　五十嵐キャンパス　工学部 新潟市西区五十嵐２の町８０５０

新潟青陵大学 新潟市中央区水道町１－５９３９

茨城県 茨城大学　水戸キャンパス　 水戸市文京２－１－１

栃木県 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

共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町１１５４－４

群馬パース大学　１、２号館 高崎市問屋町１－７－１

埼玉大学　全学講義棟１号館 さいたま市桜区下大久保２５５

目白大学　さいたま岩槻キャンパス　２号館 さいたま市岩槻区浮谷３２０

埼玉県県民活動総合センター 北足立郡伊奈町内宿台６－２６

千葉商科大学　３、４号館 市川市国府台１－３－１

千葉工業大学　新習志野キャンパス　７号館 習志野市芝園２－１－１

麗澤大学　かえで校舎 柏市光ヶ丘２－１－１

明治大学　和泉キャンパス　第一校舎 杉並区永福１－９－１

日本大学　三軒茶屋キャンパス 世田谷区下馬３－３４－１

日本大学　法学部　本館 千代田区神田三崎町２－３－１

東京工科大学　蒲田キャンパス　３号館 大田区西蒲田５－２３－２２

青山学院大学　相模原キャンパス　Ｆ棟 相模原市中央区淵野辺５－１０－１

明治学院大学　横浜キャンパス　５、７、９号館 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

山梨県 山梨大学　甲府キャンパス　教育学部　Ｙ号館 甲府市武田４－４－３７

信州大学　長野（工学）キャンパス　Ｗ２、５棟 長野市若里４－１７－１

松本大学　５号館 松本市大字新村２０９５－１

岐阜県 岐阜大学　全学共通教育講義棟 岐阜市柳戸１－１

静岡県 日本大学国際関係学部・短期大学部　三島駅北口校舎 三島市文教町１－９－１８

愛知学院大学　日進キャンパス　２、１２号館 日進市岩崎町阿良池１２

中京大学　名古屋キャンパス　センタービル、５号館 名古屋市昭和区八事本町１０１－２

メッセウイング・みえ 津市北河路町１９－１

三重大学　教養教育校舎 津市栗真町屋町１５７７

富山県 富山大学　五福キャンパス　経済、人間発達科学部 富山市五福３１９０

金沢大学　角間キャンパス 金沢市角間町

金沢星稜大学　本館 金沢市御所町丑１０－１

福井県 福井大学　文京キャンパス 福井市文京３－９－１

滋賀県 龍谷大学　瀬田キャンパス　３号館 大津市瀬田大江町横谷１－５

京都府 龍谷大学　深草キャンパス　２２号館 京都市伏見区深草塚本町６７

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

桃山学院大学　１号館 和泉市まなび野１－１

大阪商業大学　６号館 東大阪市御厨栄町４－１－１０

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島５－４－２１ＴＫＰゲートタワービル

神戸学院大学　ポートアイランドキャンパス　Ｂ号館 神戸市中央区港島１－１－３

関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス　Ｂ号館 西宮市上ヶ原一番町１－１５５

奈良県 近畿大学　奈良キャンパス　農学部 奈良市中町３３２７－２０４

近畿大学　和歌山キャンパス　生物理工学部 紀の川市西三谷９３０

和歌山英数学館 和歌山市太田２－１３－１２

関西

2019年度第一種電気工事士筆記試験会場一覧
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鳥取県 鳥取大学　鳥取キャンパス　共通教育棟Ｄ棟 鳥取市湖山町南４－１０１

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　文法経講義棟 岡山市北区津島中３－１－１

岡山県立大学　学部共通棟（北） 総社市窪木１１１

広島県立広島産業会館　西展示館 広島市南区比治山本町１６－３１

広島大学　東広島キャンパス　教育学部 東広島市鏡山１－１－１

山口県 徳山大学 周南市学園台

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　総合科学部１号館 徳島市南常三島町１－１

香川大学　幸町キャンパス　教育学部 高松市幸町１－１

四国電力株式会社　総合研修所 高松市屋島西町１８５０－１

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 高知城ホール（高知県教育会館） 高知市丸ノ内２－１－１０

九州産業大学　８号館 福岡市東区松香台２－３－１

福岡工業大学　Ａ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

熊本県 熊本大学　黒髪北地区　全学教育棟 熊本市中央区黒髪２－４０－１

大分県 大分大学　旦野原キャンパス 大分市旦野原７００

宮崎県 宮崎大学　木花キャンパス　教育学部 宮崎市学園木花台西１－１

鹿児島県 鹿児島大学　郡元キャンパス　共通教育棟、農学部 鹿児島市郡元１－２１－２４

琉球大学　千原キャンパス　工学部 中頭郡西原町千原１

沖縄国際大学　５号館 宜野湾市宜野湾２－６－１

中国
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沖縄

福岡県

四国
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広島県

香川県



（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

北海道 1,636 880 53.8

東　北 4,301 2,185 50.8

関　東 10,933 5,853 53.5

中　部 4,520 2,527 55.9

北　陸 1,395 733 52.5

関　西 5,661 3,151 55.7

中　国 2,531 1,429 56.5

四　国 1,359 743 54.7

九　州 4,593 2,519 54.8

沖　縄 681 330 48.5

合　計 37,610 20,350 54.1

第２表　2019年度第一種電気工事士筆記試験地区別受験者数・合格者数

2019年11月8日

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


