
令和3年1月22日

令和２年度第二種電気工事士下期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2年12月12日及び13日、全国55試験地、133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66,113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48,202人が合格し、合格率は

72.9％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（77.6%）で、最低は中部（71.4%）

でありました。

(2) 試験日別では、12月12日に実施した技能試験の平均合格率は73.0%、13日は72.8%

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22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14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5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。

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

受験者数〔人〕 合格者数〔人〕 合格率〔％〕

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

H30全国合計 39,786 25,791 64.8

R1全国合計 41,680 25,935 62.2

R2全国合計 66,113 48,202 72.9

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　教育研究１号館 室蘭市水元町２７ー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

宮城県 ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ仙台西口 仙台市青葉区花京院１－２－１５

新潟県 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） 新潟市中央区万代島６－１

新潟県 アートホテル新潟駅前 新潟市中央区笹口１－１

新潟県 パストラル長岡 長岡市今朝白２－７－２５

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

栃木県 宇都宮グランドホテル 宇都宮市西原町１４２

群馬県 ビエント高崎 高崎市問屋町２－７

群馬県 ホテルメトロポリタン高崎 高崎市八島町２２２

群馬県 共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町１１５４－４

東京都 ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター 千代田区内幸町１－３－１幸ビルディング

東京都 東京ミッドタウンホール＆カンファレンス 港区赤坂９－７－２

東京都 東京ビッグサイト（東京国際展示場）　南展示棟 江東区有明３－１１－１

東京都 タイム２４ビル 江東区青海２－４－３２

東京都 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

東京都 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 新宿区市谷八幡町８

東京都 ＬＩＮＫ　ＦＯＲＥＳＴ 多摩市鶴牧３－５ー３

長野県 ＪＡ長野県ビル 長野市南長野北石堂町１１７７－３

長野県 信州大学　長野（工学）キャンパス　Ｃ３棟 長野市若里４－１７－１

長野県 長野ターミナル会館 長野市岡田町１７８－２

長野県 ホテルメトロポリタン長野 長野市南石堂町１３４６

岐阜県 岐阜産業会館 岐阜市六条南２－１１－１

岐阜県 岐阜大学　全学共通教育講義棟 岐阜市柳戸１－１

静岡県 プラサヴェルデ 沼津市大手町１－１－４

静岡県 静岡県立大学　草薙キャンパス 静岡市駿河区谷田５２－１

静岡県 静岡学園早慶セミナー 静岡市駿河区八幡１－１－１

静岡県 浜松市総合産業展示館 浜松市東区流通元町２０－２

静岡県 アクトシティ浜松　コングレスセンター 浜松市中区板屋町１１１－１

三重県 三重大学　教養教育校舎　３号館 津市栗真町屋町１５７７

三重県 三重大学　工学部校舎 津市栗真町屋町１５７７

三重県 三重県総合文化センター 津市一身田上津部田１２３４

三重県 都ホテル　四日市 四日市市安島１－３－３８

北海道

東北

関東

中部

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

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所



富山県 富山大学　五福キャンパス 富山市五福３１９０

富山県 高岡テクノドーム 高岡市二塚３２２－５

福井県 福井県繊協ビル 福井市大手３－７－１

福井県 フェニックスプラザ 福井市田原１－１３－６

京都府 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

兵庫県 神戸国際展示場 神戸市中央区港島中町６－１１－１

兵庫県 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

兵庫県 姫路商工会議所 姫路市下寺町４３

奈良県 奈良春日野国際フォーラム甍 奈良市春日野町１０１

奈良県 ホテル日航奈良 奈良市三条本町８－１

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

和歌山県 和歌山県勤労福祉会館（プラザホープ） 和歌山市北出島１－５－４７

鳥取県 鳥取短期大学 倉吉市福庭８５４

岡山県 第一セントラルビル　１号館 岡山市北区本町６－３６

岡山県 岡山商工会議所 岡山市北区厚生町３－１－１５

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

岡山県 コンベックス岡山（岡山県総合展示場）中展示場 岡山市北区大内田６７５

山口県 ゆーあいプラザ山口県社会福祉会館 山口市大手町９－６

山口県 徳山大学 周南市学園台８４３ー４ー２

山口県 山口東京理科大学 山陽小野田市大学通１－１－１

山口県 山口短期大学 防府市駅南町８－３０

徳島県 徳島大学　常三島キャンパス 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

愛媛県 ＴＫＰ松山市駅前カンファレンスセンター 松山市千舟町４丁目３ー７青野ビル

高知県 高知商工会館 高知市本町１－６－２４

高知県 高知新聞放送会館 高知市本町３－２－１５

佐賀県 鳥栖商工センター会館 鳥栖市藤木町若桜２－１

佐賀県 佐賀県教育会館 佐賀市高木瀬町東高木２２７－１

佐賀県 ホテルニューオータニ佐賀 佐賀市与賀１－２

熊本県 熊本大学　黒髪北地区　教育学部・文法学部 熊本市中央区黒髪２－４０－１

熊本県 熊本大学　黒髪南地区　理学部 熊本市中央区黒髪２－３９－１

熊本県 ホテルメルパルク熊本 熊本市中央区水道町１４－１

大分県 Ｂ－ＣｏｎＰｌａｚａ 別府市山の手町１２ー１

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

宮崎県 南九州大学　宮崎キャンパス 宮崎市霧島５－１－２

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

中国

四国

九州

沖縄

北陸

関西



北海道 札幌市 札幌ドーム 札幌市豊平区羊ケ丘１番地

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 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） 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 水戸駿優予備学校 水戸市三の丸１－１－４２

茨城県 水戸プラザホテル 水戸市千波町２０７８－１

茨城県 ホテルレイクビュー水戸 水戸市宮町１－６－１５９

茨城県 つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３

茨城県 ホテル天地閣 日立市旭町２－６－１３

埼玉県 埼玉大学　 さいたま市桜区下大久保２５５

埼玉県 ロイヤルパインズホテル浦和 さいたま市浦和区仲町２－５－１

埼玉県 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座１－６４

埼玉県 ソシオ熊谷 熊谷市問屋町２－４－１

埼玉県 キングアンバサダーホテル熊谷 熊谷市筑波１－９９－１

埼玉県 ものつくり大学 行田市前谷３３３

埼玉県 埼玉グランドホテル本庄 本庄市駅南２－２－１

埼玉県 秋草学園短期大学 所沢市泉町１７８９

埼玉県 城西大学　坂戸キャンパス 坂戸市けやき台１－１

千葉県 千葉大学　西千葉キャンパス　国際教養・教育学部 千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉県 幕張メッセ　展示ホール９ 千葉市美浜区中瀬２－１

千葉県 ヒルトン東京ベイ 浦安市舞浜１－８

神奈川県 明治学院大学　横浜キャンパス 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

神奈川県 専修大学　生田キャンパス 川崎市多摩区東三田２－１－１

神奈川県 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

山梨県 アイメッセ山梨（山梨県立産業展示交流館） 甲府市大津町２１９２－８

愛知県 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町１－１

愛知県 中京大学　名古屋キャンパス　５号館 名古屋市昭和区八事本町１０１－２

愛知県 ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名駅西口 名古屋市中村区則武１－６－３

愛知県 名古屋コンベンションホール 名古屋市中村区平池町４－６０－１２　グローバルゲート

愛知県 Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ展示ホールＡ 常滑市セントレア５－１０－１

愛知県 愛知大学　豊橋キャンパス　６号館 豊橋市町畑町１－１

第１－２表　令和２年度第二種電気工事士下期技能試験会場一覧（12月13日実施）

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所

東北

関東

中部



石川県 金沢大学　角間キャンパス　人間社会第２講義棟 金沢市角間町

石川県 ＴＫＰ金沢カンファレンスセンター 金沢市上堤町１－３３アパ金沢ビル

石川県 金沢流通会館 金沢市問屋町２－６１

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

滋賀県 ホテルボストンプラザ草津 草津市草津駅西口ボストンスクエア内

滋賀県 滋賀職能大（ポリテクカレッジ滋賀） 近江八幡市古川町１４１４

大阪府 大阪学院大学 吹田市岸部南２－３６－１

大阪府 マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋２－５

大阪府 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島５－４－２１

大阪府 大阪電気通信大学　寝屋川キャンパス　Ｊ号館 寝屋川市初町１８－８

大阪府 大阪電気通信大学　駅前キャンパス 寝屋川市早子町１２－１６

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業会館） 松江市学園南１丁目２番１号

島根県 島根県労働会館 松江市御手船場町５５７－７

島根県 松江エクセルホテル東急 松江市朝日町５９０

広島県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町２－１－１

広島県 ＴＫＰガーデンシティ広島駅前大橋 広島市南区京橋町１－７アスティ広島京橋ビルディング

香川県 サン・イレブン高松 高松市松福町２－１５－２４

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 北九州市小倉北区浅野３－８－１

福岡県 九州産業大学　８号館 福岡市東区松香台２－３－１

長崎県 長崎県立総合体育館　メインアリーナ棟 長崎市油木町７－１

鹿児島県 鹿児島大学　郡元キャンパス　共通教育棟 鹿児島市郡元１－２１－２４

鹿児島県 鹿児島国際大学　２号館 鹿児島市坂之上８－３４－１

奄美市 奄美サンプラザホテル 奄美市名瀬港町２ー１

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

沖縄県 ロワジールホテル　那覇 那覇市西３－２－１
沖縄

九州

四国

中国

関西

北陸



　　　　　　〔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 814 602 74.0 1,429 1,043 73.0 2,243 1,645 73.3

東　北 2,266 1,664 73.4 3,032 2,208 72.8 5,298 3,872 73.1

関　東 9,983 7,372 73.8 12,674 9,149 72.2 22,657 16,521 72.9

中　部 4,683 3,406 72.7 4,648 3,253 70.0 9,331 6,659 71.4

北　陸 1,311 975 74.4 846 660 78.0 2,157 1,635 75.8

関　西 4,496 3,143 69.9 5,701 4,154 72.9 10,197 7,297 71.6

中　国 2,252 1,586 70.4 1,986 1,483 74.7 4,238 3,069 72.4

四　国 1,393 1,011 72.6 645 477 74.0 2,038 1,488 73.0

九　州 2,735 2,112 77.2 4,368 3,244 74.3 7,103 5,356 75.4

沖　縄 78 46 59.0 773 614 79.4 851 660 77.6

合　計 30,011 21,917 73.0 36,102 26,285 72.8 66,113 48,202 72.9

第２表　令和２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

地区名

１２月１２日実施　技能試験 １２月１３日実施　技能試験 下期技能合計


