
平成31年1月18日

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験

（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30年12月8日及び9日、全国53試験地、82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

下期技能試験（筆記試験免除者及び筆記試験合格者対象）の受験者数は39,786人

でありました。

第二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25,791人が合格し、合格率は

64.8％となりました。

２．地域別の合否状況

(1) 全国53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北陸（71.6%）で、最低は北海道（60.5%）

でありました。

(2) 試験日別では、12月8日に実施した技能試験の平均合格率は64.5%、9日は65.1%

でありました。

３．試験結果の通知、広報等
(1) 試験結果は、1月18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、12月10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2月8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：第二種電気工事士下期技能試験受験者・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）

H28全国合計 22,297 15,899 71.3

H29全国合計 25,696 16,282 63.4

H30全国合計 39,786 25,791 64.8

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 北見工業大学　１号館 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　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番１号

宮城県 サンフェスタ　 仙台市若林区卸町２－１５－２

新潟県 新潟大学　五十嵐キャンパス　農学部 新潟市西区五十嵐２の町８０５０

新潟県 新潟工科専門学校　Ａ棟 新潟市中央区長潟２－１－４

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 ビエント高崎　ビッグキューブ 高崎市問屋町２－７

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

ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター　 新宿区市谷八幡町８ＴＫＰ市ヶ谷ビル

フォーラム８　 渋谷区道玄坂２－１０－７新大宗ビル

ＮＴＴ中央研修センタ　１、４、５号館 調布市入間町１－４４

東京学芸大学　北講義棟（Ｎ棟） 小金井市貫井北町４－１－１

信州大学　長野（工学）キャンパス　Ｃ３棟 長野市若里４－１７－１

信州大学　長野（教育）キャンパス　講義棟 長野市西長野６

岐阜県 岐阜産業会館　大展示場 岐阜市六条南２－１１－１

静岡県立大学　草薙キャンパス　 静岡市駿河区谷田５２－１

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

三重県 三重県総合文化センター　文化会館 津市一身田上津部田１２３４

富山大学　五福キャンパス　人間発達科学部 富山市五福３１９０

富山県民会館　 富山市新総曲輪４－１８

福井県 福井大学　文京キャンパス　 福井市文京３－９－１

同志社大学　今出川キャンパス　良心館 京都市上京区今出川烏丸東入

立命館大学　衣笠キャンパス　学而館 京都市北区等持院北町５６－１

姫路獨協大学　講義棟 姫路市上大野７－２－１

甲南大学　岡本キャンパス　３、８、１０号館 神戸市東灘区岡本８－９－１

奈良県 奈良教育大学　講義１号棟、講義２号棟 奈良市高畑町

和歌山県民文化会館　 和歌山市小松原通１－１

フォルテワジマ　 和歌山市本町２－１

鳥取県 公立鳥取環境大学　講義棟 鳥取市若葉台北１－１－１

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

第一セントラルビル　１号館 岡山市北区本町６－３６

岡山商工会議所 岡山市北区厚生３－１－１５

山口大学　吉田キャンパス　経済学部Ｂ棟 山口市吉田１６７７－１

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

ゆーあいプラザ山口県社会福祉会館 山口市大手町９－６

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　教養教育４号館５号館 徳島市南常三島町１－１

愛媛県 愛媛大学　城北地区　共通講義棟Ｃ 松山市文京町３番

高知県 高知商工会館　 高知市本町１－６－２４

佐賀県 鳥栖商工センター会館　 鳥栖市藤木町若桜２－１

熊本県 熊本大学　黒髪北地区 熊本市中央区黒髪２－４０－１

大分大学　挾間キャンパス 由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

大原学園　大分校 大分市金池南１－２－２４

宮崎県 宮崎大学　木花キャンパス　工学部 宮崎市学園木花台西１－１

北陸

地　区 試 験 地 試　験　会　場

富山県

中部

長野県

静岡県

第１－１表　平成３０年度第二種電気工事士下期技能試験会場一覧（12月8日実施）

住所

北海道

東北

関東

東京都

関西

岡山県

山口県

大分県

四国

九州

中国

京都府

兵庫県

和歌山県



北海道大学　札幌キャンパス　高等教育推進機構　 札幌市北区北十七条西８

札幌商工会議所付属専門学校 札幌市白石区本通１７－南５－１５

青森県 青森中央学院大学　２、５、７号館 青森市横内神田１２－１

岩手県 岩手大学　学生センターＢ棟、Ｃ棟 盛岡市上田３－１８－８

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）　展示棟 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

茨城県 筑波大学　筑波キャンパス　中地区　３Ａ棟 つくば市天王台１－１－１

日本工業大学　宮代キャンパス　１、３号館 南埼玉郡宮代町学園台４－１

埼玉大学　全学講義棟１号館 さいたま市桜区下大久保２５５

千葉大学　西千葉キャンパス　教育学部 千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉商科大学　３号館・４号館 市川市国府台１－３－１

東京理科大学　野田キャンパス　講義棟 野田市山崎２６４１

明治学院大学　横浜キャンパス　６号館、７号館 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

専修大学　生田キャンパス　７号館、８号館 川崎市多摩区東三田２－１－１

神奈川大学　２３号館 横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

山梨県 山梨大学　甲府キャンパス　教育学部　Ｌ号館Ｃ棟 甲府市武田４－４－３７

名古屋国際会議場　 名古屋市熱田区熱田西町１－１

愛知学院大学　日進キャンパス　１号館・２号館 日進市岩崎町阿良池１２

北陸 石川県 金沢工業大学　扇が丘キャンパス　８号館 野々市市扇が丘７－１

滋賀医科大学　基礎講義・実習棟、臨床講義棟 大津市瀬田月輪町

滋賀大学　彦根キャンパス　校舎棟 彦根市馬場１－１－１

梅田スカイビル　タワーウエスト 大阪市北区大淀中１－１－８８

大阪工業大学　枚方キャンパス　１号館 枚方市北山１－７９－１

近畿大学　東大阪キャンパス　Ｂ館 東大阪市小若江３－４－１

ポリテクセンター島根　 松江市東朝日町２６７

ポリテクカレッジ島根 江津市二宮町神主１９６４－７

広島工業大学専門学校　 広島市西区福島町２丁目１－１

比治山大学　６号館 広島市東区牛田新町４丁目１－１

四国 香川県 香川大学　幸町キャンパス　教育学部　 高松市幸町１－１

福岡県 西日本総合展示場　新館 北九州市小倉北区浅野３－８－１

長崎県 長崎大学　文教キャンパス 長崎市文教町１－１４

鹿児島国際大学　２号館 鹿児島市坂之上８－３４－１

鹿児島県建設センター　 鹿児島市鴨池新町６－１０

沖縄 沖縄県 沖縄国際大学　３号館 宜野湾市宜野湾２－６－１

愛知県

滋賀県

地　区 試 験 地 試　験　会　場

神奈川県

第１－２表　平成３０年度第二種電気工事士下期技能試験会場一覧（12月9日実施）

住所

札幌市

埼玉県

九州

北海道

東北

関東

中部

関西

中国

島根県

広島県

鹿児島県

大阪府

千葉県



　　　　　　〔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 460 320 69.6 902 504 55.9 1,362 824 60.5

東　北 1,657 1,067 64.4 1,830 1,216 66.4 3,487 2,283 65.5

関　東 5,457 3,481 63.8 7,768 4,922 63.4 13,225 8,403 63.5

中　部 2,714 1,752 64.6 2,967 1,977 66.6 5,681 3,729 65.6

北　陸 683 446 65.3 582 460 79.0 1,265 906 71.6

関　西 2,739 1,677 61.2 3,443 2,184 63.4 6,182 3,861 62.5

中　国 1,239 777 62.7 1,315 842 64.0 2,554 1,619 63.4

四　国 780 530 67.9 465 317 68.2 1,245 847 68.0

九　州 1,511 1,062 70.3 2,664 1,829 68.7 4,175 2,891 69.2

沖　縄 610 428 70.2 610 428 70.2

合　計 17,240 11,112 64.5 22,546 14,679 65.1 39,786 25,791 64.8

第２表　平成３０年度第二種電気工事士下期技能試験　地区別受験者数・合格者

注：合格率は小数点第２位を四捨五入します。

地区名

１２月８日実施　技能試験 １２月９日実施　技能試験 下期技能合計


