
令和４年1月14日

令和３年度第一種電気工事士技能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12月12日、全国52試験地、62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
技能試験（筆記試験免除者及び筆記試験合格者対象）の受験者数は25,751人

でありました。
第一種電気工事士試験委員会において、欠陥がないことを合格基準とすることが

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、17,260人が合格し、合格率は67.0％

となりました。

２．地域別の合否状況
全国52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。平均合格率の最高は四国（77.8％）で、最低は北海道（62.7％）であ
りました。

３．試験結果の通知、広報等
(1) 試験結果は、令和４年1月14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、令和３年12月13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1月28日（金）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：第一種電気工事士技能試験受験者・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）

R01全国合計 23,816 15,410 64.7

R02全国合計 21,162 13,558 64.1

R03全国合計 25,751 17,260 67.0

備考：率は小数点第２位を四捨五入

以 上



旭川市 旭川北洋ビル　北洋ホール 旭川市４条通９－１７０３

北見市 ホテル黒部 北見市北七条西１－１

札幌市 北海道大学　高等教育推進機構　Ｅ棟 札幌市北区北十七条西８

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 函館大学 函館市高丘町５１－１

青森県 青森中央学院大学 青森市横内神田１２－１

岩手県 岩手大学　学生センターＡ棟 盛岡市上田３－１８－８

宮城県 産業見本市会館（サンフェスタ） 仙台市若林区卸町２－１５－２

秋田県 秋田県ＪＡビル 秋田市八橋南２－１０－１６

山形県 山形ビッグウイング（山形国際交流プラザ） 山形市平久保１００

福島県 日本大学　工学部　７０号館 郡山市田村町徳定中河原１

新潟県 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 新潟市中央区万代５－１１－２０

茨城県 水戸駿優予備学校　本部校舎 水戸市三の丸１－１－４２

栃木県 宇都宮大学　峰キャンパス 宇都宮市峰町３５０

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２号館 さいたま市桜区下大久保２５５

川越プリンスホテル 川越市新富町１－２２

くすのきホール 所沢市くすのき台１－１１－２

東京ベイ幕張ホール 千葉市美浜区ひび野２－３

千葉大学　西千葉キャンパス　工学部 千葉市稲毛区弥生町１－３３

拓殖大学　文京キャンパス 文京区小日向３－４－１４

東京経済大学　国分寺キャンパス　１号館 国分寺市南町１－７－３４

多摩永山情報教育センター 多摩市諏訪２－５－１

専修大学　生田キャンパス　１０号館 川崎市多摩区東三田２－１－１

青山学院大学　相模原キャンパス　Ｅ棟 相模原市中央区淵野辺５－１０－１

山梨県 山梨県ＪＡ会館 甲府市飯田１－１－２０

長野県 ＪＡ長野県ビル 長野市南長野北石堂町１１７７－３

岐阜県 東海学院大学　東キャンパス　本館 各務原市那加桐野町５－６８

静岡県 プラサヴェルデ（ふじのくに千本松フォーラム） 沼津市大手町１－１－４

愛知県 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

三重県 メッセウイング・みえ　展示ホール 津市北河路町１９－１

第１表　令和３年度第一種電気工事士技能試験会場一覧（12月12日実施）
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東京都
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富山県 富山大学　五福キャンパス　共通教育棟、理学部 富山市五福３１９０

石川県 石川県地場産業振興センター 金沢市鞍月２－１

福井県 福井商工会議所 福井市西木田２－８－１

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 立命館大学　衣笠キャンパス　存心館 京都市北区等持院北町５６－１

大阪工業大学　大宮キャンパス 大阪市旭区大宮５－１６－１

マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋２－５

兵庫県 甲南大学　岡本キャンパス 神戸市東灘区岡本８－９－１

奈良県 奈良県コンベンションセンター 奈良市三条大路１－６９１－１

和歌山県 ガーデンホテル　ハナヨ 田辺市文里２－３６－４０

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（島根県立産業交流会館） 松江市学園南１－２－１

ＴＫＰガーデンシティ岡山 岡山市北区中山下１－８－４５　ＮＴＴクレド岡山ビル

第一セントラルビル　１号館 岡山市北区本町６－３６

広島県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町２－１－１

山口県 徳山大学 周南市学園台８４３－４－２

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　教養教育４号館 徳島市南常三島町１－１

高松センタービル 高松市寿町２－４－２０

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Ｃ 松山市文京町３

高知県 高知商工会館 高知市本町１－６－２４

九州産業大学　８、１２号館 福岡市東区松香台２－３－１

毎日西部会館 北九州市小倉北区紺屋町１３－１

佐賀県 佐賀大学　本庄キャンパス　理工学部大学院棟 佐賀市本庄町１

長崎県 出島メッセ長崎 長崎市尾上町４－１

熊本県 熊本大学　黒髪北地区 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　教養教育棟 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１号館 鹿児島市郡元１－２１－２４

沖縄 沖縄県 沖縄コンベンションセンター 宜野湾市真志喜４－３－１

九州

中国

関西

北陸

四国

大阪府

岡山県

香川県

福岡県



地区名
受験者数
 〔人〕

合格者数
 〔人〕

合格率
〔％〕

北海道 903 566 62.7

東　北 2,661 1,787 67.2

関　東 7,599 4,982 65.6

中　部 3,304 2,140 64.8

北　陸 1,025 765 74.6

関　西 4,043 2,674 66.1

中　国 1,803 1,220 67.7

四　国 866 674 77.8

九　州 3,124 2,176 69.7

沖　縄 423 276 65.2

合　計 25,751 17,260 67.0

第２表　令和３年度第一種電気工事士技能試験　地区別受験者数・合格者数

技能(12月12日(日)実施)

注：合格率は小数点第２位を四捨五入します。


