
令和2年11月13日

令和２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、令和2年10月4日、全国47試験地、71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30,520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、15,876人が合格し、合格率は52.0%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

中部(54.4%）、最低は北海道(47.3%)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13日(金)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、本日より当試験センターのホームページ(https://

www.shiken.or.jp/)で公表します。
なお、試験問題の解答については、10月5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26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）

H30全国合計 36,048 14,598 40.5

R01全国合計 37,610 20,350 54.1

R02全国合計 30,520 15,876 52.0

以 上



第１表

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所

道北アークス大雪アリーナ（旭川大雪アリーナ） 旭川市神楽４条７

北見工業大学 北見市公園町１６５

札幌コンベンションセンター 札幌市白石区東札幌６条１－１－１

釧路公立大学 釧路市芦野４－１－１

ホテルサンルート室蘭 室蘭市中島町２－２８－６

北海道大学　函館キャンパス　水産学部 函館市港町３－１－１

青森県 青森産業会館 青森市第二問屋町４－４－１

岩手県 岩手県立大学　滝沢キャンパス 滝沢市巣子１５２－５２

サンフェスタ 仙台市若林区卸町２－１５－２

仙台　勝山館 仙台市青葉区上杉二丁目１－５０

ＴＫＰ仙台南町通カンファレンスセンター 仙台市青葉区中央３－６－１０仙台南町通ビル

仙台国際センター 仙台市青葉区青葉山

秋田県 ノースアジア大学 秋田市下北手桜字守沢４６－１

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 郡山市田村町徳定中河原１

新潟県 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） 新潟市中央区万代島６－１

つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３

水戸駿優予備学校 水戸市三の丸１－１－４２

栃木県 マロニエプラザ（栃木県立宇都宮産業展示館） 宇都宮市元今泉６－１－３７

群馬県 共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町１１５４－４

埼玉大学　全学講義棟１号館 さいたま市桜区下大久保２５５

埼玉県立大宮工業高等学校 さいたま市北区本郷町１９７０

埼玉グランドホテル本庄 本庄市駅南２－２－１

千葉県 幕張メッセ　国際展示場　展示ホール８ 千葉市美浜区中瀬２－１

東京流通センター　第二展示場 大田区平和島６－１－１

フォーラム８ 渋谷区道玄坂２－１０－７新大宗ビル

ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター 港区赤坂２－１４－２７国際新赤坂ビル東館

東京外国語大学　府中キャンパス 府中市朝日町３－１１－１

神奈川県 パシフィコ横浜　ノース 横浜市西区みなとみらい１－１－２

山梨県 アイメッセ山梨（山梨県立産業展示交流館） 甲府市大津町２１９２－８

長野県 信州大学　長野（工学）キャンパス 長野市若里４－１７－１

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 常葉大学　静岡草薙キャンパス 静岡市駿河区弥生町６－１

Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ（愛知県国際展示場） 常滑市セントレア５－１０－１

秀英予備校　名古屋本部校 名古屋市千種区内山３－２３－１２

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３号館 津市栗真町屋町１５７７

富山県 富山大学　五福キャンパス　工学部　 富山市五福３１９０

金沢星稜大学　本館 金沢市御所町丑１０－１

金沢流通会館　 金沢市問屋町２－６１

福井商工会議所 福井市西木田２－８－１

フェニックスプラザ 福井市田原１－１３－６

滋賀県 ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター 大津市におの浜１－１－２０

京都府 みやこめっせ（京都市勧業館）第３展示場 京都市左京区岡崎成勝寺町９－１

大阪学院大学 吹田市岸部南２－３６－１

マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋２－５

天満研修センター 大阪市北区錦町２－２１

神戸国際展示場　３号館 神戸市中央区港島中町６－１１－１

姫路商工会議所 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

和歌山県 和歌山ビッグ愛（県民交流プラザ） 和歌山市手平２－１－２

鳥取県 白兎会館 鳥取市末広温泉町５５６

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業会館） 松江市学園南１－２－１

岡山県立大学 総社市窪木１１１

中国職業能力開発大学校 倉敷市玉島長尾１２４２－１

広島県立広島産業会館　西展示館 広島市南区比治山本町１２－１８

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 徳島県建設センター 徳島市富田浜２－１０

香川大学　農学部 木田郡三木町池戸２３９３

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 松山大学　文京キャンパス 松山市文京町４－２

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

福岡県 福岡工業大学 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２号館 佐賀市本庄町本庄１

長崎県 長崎県立総合体育館　メインアリーナ棟 長崎市油木町７－１

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 シーガイアコンベンションセンター 宮崎市山崎町字浜山

鹿児島県 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

沖縄 沖縄県 沖縄大学 那覇市国場５５５
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（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

北海道 1,219 577 47.3

東　北 3,483 1,770 50.8

関　東 8,754 4,472 51.1

中　部 3,734 2,031 54.4

北　陸 1,195 647 54.1

関　西 4,747 2,561 53.9

中　国 2,145 1,116 52.0

四　国 987 534 54.1

九　州 3,699 1,901 51.4

沖　縄 557 267 47.9

合　計 30,520 15,876 52.0

第２表　令和２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

2020年11月13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


