
平成24年9月7日

平成24年度第二種電気工事士上期技能試験

（筆記試験免除者及び筆記試験合格者対象）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24年7月28日及び29日、全国56試験地、108試験会場（第1-1

表・第1-2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

上期技能試験（筆記試験免除者及び筆記試験合格者対象）の受験者数は60,961人

でありました。

第二種電気工事士試験委員会において、電気的に致命的な欠陥又は施工上重大な

欠陥がなく、かつ、施工上軽微な欠陥が2以内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、43,748人が合格し、合格率は

71.8％となりました。

２．地域別の合否状況

(1) 全国56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（76.5%）で、最低は中部及び関西（68.9%）

でありました。

(2) 試験日別では、7月28日に実施した技能試験の平均合格率は68.8%、29日は74.5%

でありました。

３．試験結果の通知、広報等

(1) 試験結果は、9月11日、受験者全員に試験結果通知書を送付します。

(2) 合否の結果については、本日より9月21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及び携帯電話で受験番号による検索サービスを実施し

ます。

(3) 上記の受験状況、合否状況等については、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、試験問題の標準解答は7月30日に公表済みです。

http://www.shiken.jp/pckensaku/index.html （パソコン用アドレス）

http://www.shiken.jp/mobile/index.html （携帯電話用アドレス）

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 北見工業大学 北見市公園町165

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 室蘭市水元町27-1

函館市 北海道教育大学　函館校 函館市八幡町1-2

東北電子専門学校 仙台市青葉区花京院1-3-1

サンフェスタ 仙台市若林区卸町2-15-2

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ＪＡビル 秋田市八橋南2-10-16

アキタスクエア 秋田市中通4-14-16

山形市 山形ビッグウイング 山形市平久保100

宇都宮市 マロニエプラザ 宇都宮市元今泉6-1-37

千葉市 幕張メッセ　ホール９ 千葉市美浜区中瀬2-1

東京電子専門学校 豊島区東池袋3-6-1

日本工学院専門学校　浦田キャンパス 大田区西蒲田5-23-22

産業貿易センター　台東館 台東区花川戸2-6-5

ファーラム８ 渋谷区道玄坂2-10-7

TOC有明　ウエスト 江東区有明3-5-7

TOC五反田 品川区西五反田7-22-17

タイム２４ビル 江東区青海2-4-32

長野市 ビッグハット 長野市若里3-22-2

岐阜大学　教育学部・地域科学部 岐阜市柳戸1-1

岐阜大学　応用生物科学部 岐阜市柳戸1-1

静岡市 ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10

津　市 メッセウイングみえ 津市北河路町19-1

富山市 富山大学　五福キャンパス　共通教育棟 富山市五福3190

福井大学　文京キャンパス 福井市文京3-9-1

福井工業大学　福井キャンパス 福井市学園3-6-1

守山商工会議所 守山市吉身3-11-43

彦根商工会議所 彦根市中央町3-8

クレフィール湖東 東近江市平柳町22-3

高島地域地場産業振興センター 高島市新旭町旭1-10-1

京都市 みやこめっせ（京都市勧業館） 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

神戸市 神戸大学　六甲台地区（国際文化学部） 神戸市灘区鶴甲1-2-1

姫路商工会議所 姫路市下寺町43

ホテルサンシャイン青山 姫路市青山南4-7-29

和歌山ビック愛 和歌山市手平2-1-2

和歌山大学 和歌山市栄谷930

鳥取市 鳥取環境大学 鳥取市若葉台北1-1-1

岡山市 岡山大学　津島キャンパス　一般教育棟 岡山市北区津島中2-1-1

ピピ５１０ 周南市糀町1-17

周南地域地場産業振興センター 周南市鼓海2-118-24

山口県立大学 山口市桜畠3-2-1

松山市 愛媛大学　城北地区　共通教育棟 松山市文京町3

高知商工会館 高知市本町1-6-24

高知城ホール 高知市丸ノ内2-1-10

神埼市中央公民館 神埼市神埼町鶴3388-5

佐賀大学　鍋島キャンパス 佐賀市鍋島5-1-1

長崎市 長崎大学　文教キャンパス 長崎市文教町1-14

東海大学　熊本キャンパス 熊本市東区渡鹿9-1-1

熊本県青年会館（ユースピア熊本） 熊本市中央区水前寺3-17-15

大分市 大分大学　旦野原キャンパス 大分市大字旦野原700

宮古島市 平良港ターミナルビル 宮古島市平良字下里108-11

石垣市 ホテル　ミヤヒラ 石垣市美崎町4-9

中　部

関　東

沖　縄

北　陸

関　西

四　国

九　州

中　国

第１－１表　平成２４年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月２８日実施）
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仙台市

秋田市

山口県

高知市

佐賀県

熊本市

東京都

岐阜市

福井市

滋賀県

姫路市

和歌山市



北海道大学　札幌キャンパス　人文社会科学総合教育 札幌市北区北９条西７

北海道大学　札幌キャンパス　高等教育推進機構 札幌市北区北17条西8

青森市 青森中央学院大学 青森市横内字神田12

岩手県 岩手県立大学　滝沢キャンパス 岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-52

パルセいいざか 福島市飯坂町字筑前27-1

コラッセふくしま 福島市三河南町1-20

福島学院大学　福島駅前キャンパス 福島市本町2-10

新潟大学　五十嵐地区　工学部 新潟市西区五十嵐２の町8050

新潟大学　五十嵐地区　人文社会科学系講義棟 新潟市西区五十嵐２の町8050

茨城大学　水戸キャンパス 水戸市文京2-1-1

常磐大学 水戸市見和1-430-1

茨城県職業人材育成センター 水戸市水府町864-4

つくば国際会議場 つくば市竹園2-20-3

筑波学院大学 つくば市吾妻3-1

ビエント高崎 高崎市問屋町2-7

群馬大学　荒牧キャンパス 前橋市荒牧町4-2

JA共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2

聖学院大学 上尾市戸崎1-1

獨協大学 草加市学園町1-1

ものつくり大学 行田市前谷333

パシフィコ横浜 横浜市西区みなとみらい1-1-1

専修大学　生田キャンパス 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 相模原市中央区淵野辺5-10-1

甲府市 アイメッセ山梨 甲府市大津町2192-8

大同大学　滝春校舎　B棟・S棟 名古屋市南区滝春町10-3

名古屋工業大学　52･53号館 名古屋市昭和区御器所町

中部大学　春日井キャンパス 春日井市松本町1200

愛知大学　車道キャンパス 名古屋市東区筒井2-10-31

名古屋市立大学　山の畑キャンパス 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1

北　陸 野々市市 金沢工業大学　扇が丘キャンパス 野々市市扇が丘7-1

修成建設専門学校 大阪市西淀川区大和田5-19-30

関西大学　千里山キャンパス 吹田市山手町3-3-35

大阪学院大学 吹田市岸部南2-36-1

大阪商業大学 東大阪市御厨栄町4-1-10

近畿大学　本部キャンパス 東大阪市小若江3-4-1

大阪工業大学　大宮キャンパス 大阪市旭区大宮5-16-1

TKP大阪梅田ビジネスセンター 大阪市福島区福島5-4-21

奈良市 帝塚山大学　東生駒キャンパス 奈良市帝塚山7-1-1

松江市 島根大学　松江キャンパス 松江市西川津町1060

広島市 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町2-1-1

徳島市 徳島大学 常三島キャンパス 総合科学部　共通教育 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

香川県建設研修福祉センター(サン・イレブン高松) 高松市松福町2-15-24

福岡女学院大学 福岡市南区曰佐3-42-1

純真学園大学 福岡市南区筑紫丘1-1-1

福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前2-9-28

福岡国際会議場 福岡市博多区石城町2-1

南近代ビル 福岡市博多区博多駅南4-2-10

宮崎市 宮崎大学　木花キャンパス 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1-21-30

鹿児島県市町村自治会館 鹿児島市鴨池新町7-4

奄美市 奄美振興会館 奄美市名瀬長浜町517

沖縄国際大学 宜野湾市宜野湾2-6-1

ジュビランス 宜野湾市野嵩736

東　北

試　験　会　場地　区 試 験 地

第１－２表　平成２４年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月２９日実施）
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　　　　　　〔単位：人・％〕

受験者数
(A)

合格者数
(B)

合格率
(B/A)

受験者数
(C)

合格者数
(D)

合格率
(D/C)

受験者数
E=(A+C)

合格者数
F=(B+D)

合格率
G=(F/E)

北海道 1,013 745 73.5 1,269 908 71.6 2,282 1,653 72.4

東　北 2,137 1,529 71.5 3,408 2,650 77.8 5,545 4,179 75.4

関　東 9,306 6,310 67.8 9,373 6,985 74.5 18,679 13,295 71.2

中　部 4,267 2,863 67.1 4,114 2,914 70.8 8,381 5,777 68.9

北　陸 1,254 912 72.7 597 463 77.6 1,851 1,375 74.3

関　西 4,406 2,829 64.2 5,152 3,761 73.0 9,558 6,590 68.9

中　国 2,014 1,425 70.8 1,896 1,421 74.9 3,910 2,846 72.8

四　国 1,156 879 76.0 1,047 806 77.0 2,203 1,685 76.5

九　州 3,265 2,325 71.2 4,329 3,305 76.3 7,594 5,630 74.1

沖　縄 94 66 70.2 864 652 75.5 958 718 74.9

合　計 28,912 19,883 68.8 32,049 23,865 74.5 60,961 43,748 71.8

第２表　平成２４年度第二種電気工事士上期技能試験　地区別受験者数・合格者

地区名

備考：率は小数点第２位を四捨五入

７月２８日実施　技能試験 ７月２９日実施　技能試験 上期技能試験合計


