
平成30年8月20日

平成30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30年7月21日及び22日、全国55試験地、97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55,612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、38,586人が合格し、合格率は

69.4％となりました。

２．地域別の合否状況

(1) 全国55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沖縄（75.2%）で、最低は中国（67.4%)

でありました。

(2) 試験日別では、7月21日に実施した技能試験の平均合格率は69.4%、22日は69.4%

でありました。

３．試験結果の通知、広報等

(1) 試験結果は、8月20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、7月23日（月）に公表済みです。

http://www.shiken.or.jp/
(3) 試験結果については、本日より9月3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：第二種電気工事士上期技能試験受験者・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 62,508 46,317 74.1

H29全国合計 55,660 39,704 71.3

H30全国合計 55,612 38,586 69.4

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　第１講義棟、情報システム工学科 北見市公園町１６５

釧路市 アクア・ベール 釧路市栄町８－３

室蘭市 室蘭市文化センター　管理棟 室蘭市幸町６－２３

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

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

白鴎大学　本キャンパス 小山市駅東通り２－２－２

栃木県青年会館（コンセーレ） 宇都宮市駒生１－１－６

千葉県 幕張メッセ　国際展示場ホール２－３ 千葉市美浜区中瀬２－１

東京流通センター　第一展示場 大田区平和島６－１－１

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

ＴＯＣ五反田（五反田ＴＯＣビル） 品川区西五反田７－２２－１７

ＴＯＣ有明 江東区有明３－５－７

東京外国語大学　府中キャンパス　研究講義棟 府中市朝日町３－１１－１

長野県 ビッグハット　アリーナ 長野市若里３－２２－２

岐阜県 岐阜産業会館　大展示場 岐阜市六条南２－１１－１

ツインメッセ静岡　南大展示場 静岡市駿河区曲金３－１－１０

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 メッセウイング・みえ　展示ホール 津市北河路町１９－１

富山県 テクノホール（富山産業展示館）　西館 富山市友杉１６８２

福井商工会議所 福井市西木田２－８－１

福井大学　文京キャンパス 福井市文京３－９－１

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

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

草津商工会議所 草津市大路２－１１－５１

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

神戸大学　六甲台地区　鶴甲第１キャンパス 神戸市灘区鶴甲１－２－１

姫路商工会議所　本館 姫路市下寺町４３

姫路獨協大学　講義棟 姫路市上大野７－２－１

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 公立鳥取環境大学　講義棟 鳥取市若葉台北１－１－１

コンベックス岡山（岡山総合展示場）　中展示場 岡山市北区大内田６７５

岡山大学　津島東キャンパス　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

ゆーあいプラザ山口県社会福祉会館 山口市大手町９－６

周南地域地場産業振興センター 周南市鼓海２－１１８－２４

愛媛大学　城北地区　共通講義棟C 松山市文京町３

エスポワール愛媛文教会館 松山市祝谷町１－５－３３

高知県 高知大学　朝倉キャンパス　共通教育棟１号館 高知市曙町２－５－１

ポリテクセンター佐賀　本館、多目的棟 佐賀市兵庫町若宮１０４２－２

北陵高等学校　管理・普通教室棟 佐賀市高木瀬西３－７－１

鳥栖商工センター会館 鳥栖市藤木町若桜２－１

ＮＢＣソシア　ＮＢＣ別館 長崎市上町１－３５

長崎総合科学大学　グリーンヒルキャンパス 長崎市網場町５３６

長崎ウエスレヤン大学　ロング館、ウエスレー館 諫早市西栄田町１２１２－１

熊本大学　黒髪南地区　工学部２号館 熊本市中央区黒髪２－３９－１

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

大分商工会議所 大分市長浜町３－１５－１９

大分大学　旦野原キャンパス　教養教育、経済学部棟 大分市大字旦野原７００

宮古島市 ホテルアトールエメラルド宮古島 宮古島市平良下里１０８－７

石垣市 アートホテル石垣島 石垣市大川５５９

福井県

中部

北陸

東北

関東

東京都

栃木県

静岡県

北海道

第１－１表　平成３０年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月２１日実施）

試 験 地 試　験　会　場地　区 住　　　所

関西

滋賀県

中国

岡山県

山口県

兵庫県

沖縄

四国
愛媛県

九州

佐賀県

熊本県

大分県

長崎県



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

北海道自治労会館 札幌市北区北６条西７－５－３

大原学園　札幌校　法律公務員館 札幌市北区北６条西８

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　学生センター棟 盛岡市上田３－１８－８

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 新潟大学　五十嵐キャンパス　総合教育研究棟 新潟市西区五十嵐２の町８０５０

茨城大学　水戸キャンパス　教育学部 水戸市文京２－１－１

茨城大学　水戸キャンパス　人文社会科学部 水戸市文京２－１－１

つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３

群馬大学　荒牧キャンパス 前橋市荒牧町４－２

高崎経済大学　１、２、６号館 高崎市上並榎町１３００

埼玉県県民活動総合センター　研修棟、事務棟 北足立郡伊奈町内宿台６－２６

埼玉大学　全学講義棟２号館、教養学部棟 さいたま市桜区下大久保２５５

ＪＡ共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町１－２

日本工業大学　宮代キャンパス　１、２、３号館 南埼玉郡宮代町学園台４－１

青山学院大学　相模原キャンパス　Ｄ棟、Ｅ棟 相模原市中央区淵野辺５－１０－１

神奈川大学　７号館、８号館 横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

山梨大学　甲府キャンパス　教育学部Ｍ号館、Ｙ号館 甲府市武田４－４－３７

山梨大学　甲府キャンパス　工学部　Ｂ－２号館 甲府市武田４－３－１１

名古屋工業大学　１、２、２３、５２・５３号館 名古屋市昭和区御器所町

名古屋国際会議場　４号館 名古屋市熱田区熱田西町１－１

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

大同大学　滝春キャンパス　B棟、S棟 名古屋市南区滝春町１０－３

名城大学　ナゴヤドーム前キャンパス　北館、南館 名古屋市東区矢田南４－１０２－９

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

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

インテックス大阪　６号館Ｃゾーン 大阪市住之江区南港北１－５－１０２

マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋２－５

桃山学院大学　３号館 和泉市まなび野１－１

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

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業会館）　大展示場 松江市学園南１－２－１

広島工業大学専門学校 広島市西区福島町２－１－１

比治山大学　６号館 広島市東区牛田新町４－１－１

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　教養教育院 徳島市南常三島町１－１

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

九州大学　伊都キャンパス　センター２号館 福岡市西区元岡７４４

九州産業大学　１号館 福岡市東区松香台２－３－１

宮崎県 宮崎大学　木花キャンパス　工学部、教育学部 宮崎市学園木花台西１－１

鹿児島大学　郡元キャンパス　農学部共通棟 鹿児島市郡元１－２１－２４

志學館大学　本館講義棟 鹿児島市紫原１－５９－１

奄美市 奄美文化センター（奄美振興会館） 奄美市名瀬長浜町５１７

沖縄大学　本館 那覇市国場５５５

沖縄国際大学　３号館 宜野湾市宜野湾２－６－１

福岡県

沖縄県沖縄

鹿児島県

東北

関東

広島県

神奈川県

四国

九州

茨城県

札幌市北海道

地　区

第１－２表　平成３０年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月２２日実施）

試　験　会　場 住　　　所試 験 地

中国

群馬県

埼玉県

愛知県

大阪府

中部

関西

山梨県



　　　　　　〔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 882 633 71.8 1,288 889 69.0 2,170 1,522 70.1

東　北 1,720 1,153 67.0 2,859 2,082 72.8 4,579 3,235 70.6

関　東 9,245 6,416 69.4 8,792 5,929 67.4 18,037 12,345 68.4

中　部 3,695 2,576 69.7 4,049 2,655 65.6 7,744 5,231 67.5

北　陸 1,000 690 69.0 612 461 75.3 1,612 1,151 71.4

関　西 3,966 2,546 64.2 4,737 3,338 70.5 8,703 5,884 67.6

中　国 1,865 1,260 67.6 1,763 1,185 67.2 3,628 2,445 67.4

四　国 821 599 73.0 973 731 75.1 1,794 1,330 74.1

九　州 2,702 2,095 77.5 3,938 2,818 71.6 6,640 4,913 74.0

沖　縄 53 29 54.7 652 501 76.8 705 530 75.2

合　計 25,949 17,997 69.4 29,663 20,589 69.4 55,612 38,586 69.4

第２表　平成３０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２１日実施　技能試験 ７月２２日実施　技能試験 上期技能試験合計


