令和3年11月8日

令和３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 3年 10月 3日 、 全 国47試 験 地 、63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40,244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[午前]58点以上、[午後]60
点以上と決定されました。
その結果、21,542人が合格し、合格率は53.5%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
北陸及び四国(55.7%）、最低は北海道(48.4%)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(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、10月4日(月)に公表済みです。
https://www.shiken.or.jp/
(3) 試験結果については、本日より11月22日(月)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
のホームページで受験番号による検索サービスを行います。
https://moshikomi-shiken.jp/ecee/search/public/pbt_result/
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
（Ａ）
R01全国合計
R02全国合計
R03全国合計

37,610
30,520
40,244

合格者数
（Ｂ）

20,350
15,876
21,542

合格率
（Ｂ/Ａ）

54.1
52.0
53.5

以

上

令和３年度第一種電気工事士筆記試験会場一覧

第１表
地 区

北海道

東北

関東

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

試験地

試 験 会 場

旭川北洋ビル 北洋ホール
ホテル黒部
ロイトン札幌
北海道
釧路公立大学
室蘭工業大学 教育研究１号館
函館大学
青森県 青森産業会館
岩手県 岩手大学 学生センターＡ棟
宮城県 東北大学 川内北キャンパス 講義棟Ａ、Ｂ棟
秋田県 ノースアジア大学
山形県 山形大学 小白川キャンパス 基盤教育１号館
パルセいいざか（福島市飯坂温泉観光会館）
福島県
尚志教育センター
新潟県 パストラル長岡
茨城県 水戸駿優予備学校 本部校舎
栃木県 宇都宮大学 峰キャンパス
群馬県 群馬パース大学１、２号館
ロイヤルパインズホテル浦和
埼玉県
埼玉大学 全学講義棟１号館
敬愛大学 稲毛キャンパス ３号館
千葉県
麗澤大学 校舎かえで
立教大学 池袋キャンパス ５号館
東京都 フォーラムエイト
多摩永山情報教育センター
専修大学 生田キャンパス １号館
神奈川県
明治学院大学 横浜キャンパス
山梨県 山梨県ＪＡ会館
長野県 ＪＡ長野県ビル
岐阜県 東海学院大学 東キャンパス
ツインメッセ静岡
静岡県
アクトシティ浜松 コングレスセンター
中京大学 名古屋キャンパス ５号館
愛知県 愛知大学 車道キャンパス 本館
愛知大学 豊橋キャンパス ６号館
三重県 名古屋大原学園 津校
富山県 富山大学 五福キャンパス 共通教育棟
石川県 石川県地場産業振興センター
福井県 福井商工会議所
滋賀県 ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター）
京都府 立命館大学 衣笠キャンパス 存心館
森ノ宮医療大学
大阪府
ホテルフクラシア大阪ベイ
兵庫県 甲南大学 岡本キャンパス
奈良県 奈良県コンベンションセンター
和歌山県 和歌山ビッグ愛（県民交流プラザ）
鳥取県 白兎会館
島根県 松江テルサ
岡山県 ＴＫＰガーデンシティ岡山
広島県 広島県立広島産業会館 西展示館
山口県 徳山大学
徳島県 徳島大学 常三島キャンパス 教養教育４号館
香川県 四国電力株式会社 総合研修所
愛媛県 松山大学 文京キャンパス ２号館
高知県 高知城ホール（高知県教育会館）
福岡工業大学 Ａ棟
福岡県
福岡大学 七隈キャンパス ８号館
佐賀県 佐賀大学 本庄キャンパス 教養教育１号館
長崎県 長崎県立総合体育館 サブアリーナ
熊本県 熊本大学 黒髪南地区 工学部２号館
大分県 大分大学 旦野原キャンパス 教養教育棟
宮崎県 宮崎大学 木花キャンパス 教育学部
鹿児島県 鹿児島大学 郡元キャンパス 共通教育棟
沖縄県 琉球大学 千原キャンパス 共通教育棟

住所

旭川市４条通９－１７０３
北見市北七条西１－１
札幌市中央区北１条西１１
釧路市芦野４－１－１
室蘭市水元町２７－１
函館市高丘町５１－１
青森市第二問屋町４－４－１
盛岡市上田３－１８－８
仙台市青葉区川内４１
秋田市下北手桜字守沢４６－１
山形市小白川町１－４－１２
福島市飯坂町筑前２７－１
郡山市中町１４－１８
長岡市今朝白２－７－２５
水戸市三の丸１－１－４２
宇都宮市峰町３５０
高崎市問屋町１－７－１
さいたま市浦和区仲町２－５－１
さいたま市桜区下大久保２５５
千葉市稲毛区穴川１－５－２１
柏市光ヶ丘２－１－１
豊島区西池袋３－３４－１
渋谷区道玄坂２－１０－７
多摩市諏訪２－５－１
川崎市多摩区東三田２－１－１
横浜市戸塚区上倉田町１５１８
甲府市飯田１－１－２０
長野市南長野北石堂町１１７７－３
各務原市那加桐野町５－６８
静岡市駿河区曲金３－１－１０
浜松市中区板屋町１１１－１
名古屋市昭和区八事本町１０１－２
名古屋市東区筒井２－１０－３１
豊橋市町畑町１－１
津市大谷町１４８－１
富山市五福３１９０
金沢市鞍月２－１
福井市西木田２－８－１
大津市におの浜１－１－２０
京都市北区等持院北町５６－１
大阪市住之江区南港北１－２６－１６
大阪市住之江区南港北１－７－５０
神戸市東灘区岡本８－９－１
奈良市三条大路１－６９１－１
和歌山市手平２－１－２
鳥取市末広温泉町５５６
松江市朝日町４７８－１８
岡山市北区中山下１－８－４５ＮＴＴクレド岡山ビル
広島市南区比治山本町１６－３１
周南市学園台８４３－４－２
徳島市南常三島町１－１
高松市屋島西町１８５０－１
松山市文京町４－２
高知市丸ノ内２－１－１０
福岡市東区和白東３－３０－１
福岡市城南区七隈８－１９－１
佐賀市本庄町１
長崎市油木町７－１
熊本市中央区黒髪２－３９－１
大分市旦野原７００
宮崎市学園木花台西１－１
鹿児島市郡元１－２１－２４
中頭郡西原町千原１
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第２表

令和３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

〔単位：人、％〕

受験者数

合格者数

合格率

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｂ/Ａ）

地区別

北海道

1,621

784

48.4

東

北

4,238

2,187

51.6

関

東

11,833

6,322

53.4

中

部

5,117

2,801

54.7

北

陸

1,526

850

55.7

関

西

6,310

3,371

53.4

中

国

2,672

1,472

55.1

四

国

1,334

743

55.7

九

州

4,903

2,668

54.4

沖

縄

690

344

49.9

合

計

40,244

備考：率は小数点第２位を四捨五入

21,542

53.5

