
令和２年8月21日

令和２年度第二種電気工事士上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7月18日及び19日、全国55試験地、62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（筆記試験免除者対象）の受験者数は6,884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、4,666人が合格し、合格率は67.8％

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北陸（76.5%）で、最低は北海道（63.0%)であ

りました。

(2) 試験日別では、7月18日に実施した技能試験の平均合格率は67.4%、19日は68.1%

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21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、7月20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9月21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。

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）

2018年全国合計 55,612 38,586 69.4

2019年全国合計 58,699 39,585 67.4

2020年全国合計 6,884 4,666 67.8

備考：率は小数点第２位を四捨五入

以 上



秋田市八橋南２－１０－１６秋田県JAビル【午前】秋田県

幕張メッセ　国際会議場【午前・午後】

ホテルメルパルク長野【午前・午後】

岐阜県 岐阜産業会館【午前・午後】 岐阜市六条南２－１１－１

大田区平和島６－１－１

関東

大津市唐橋町２３－３

栗東市手原３－１－２５

静岡市駿河区曲金３－１－１０

千葉市美浜区中瀬２－１

北陸

中部

滋賀県

滋賀県

北見市 北見経済センター【午後】 北見市北３条東１－４

宮城県 サンフェスタ【午後】 仙台市若林区卸町２－１５－２

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住　　所

北海道

旭川市 旭川北洋ビル　北洋ホール【午後】 旭川市４条通９ー１７０３

函館市 ホテルサンシティー函館【午後】 函館市松風町１３－１４

釧路市 釧路市交流プラザさいわい【午後】 釧路市幸町９－１

室蘭市 ホテルサンルート室蘭【午後】 室蘭市中島町２－２８－６

ホテルアーブしが（滋賀県青年会館）【午後】

福井県 福井商工会議所【午後】 福井市西木田２－８－１

富山県 富山県民会館【午後】 富山市新総曲輪４－１８

三重県 メッセウイング・みえ【午後】 津市北河路町１９－１

静岡県 ツインメッセ静岡　南館大展示場【午後】

千葉県

山形市平久保１００山形ビッグウイング（山形国際交流プラザ）【午前】山形県

ホテルマイステイズ宇都宮【午前・午後】栃木県 宇都宮市東宿郷２－４－１

四国
愛媛県 愛媛県県民文化会館　本館【午後】

岡山県 ＴＫＰガーデンシティ岡山【午前・午後】

沖縄

九州

中国 岡山市北区中山下１－８－４５ＮＴＴクレド岡山ビル

山口市大手町９－６ゆーあいプラザ山口県社会福祉会館【午前・午後】山口県

高知県 高知新聞放送会館【午後】 高知市本町３－２－１５

松山市道後町２－５－１

鳥取県 鳥取市福祉文化会館【午後】 鳥取市西町２－３１１

石垣市 大濱信泉記念館【午後】 石垣市登野城２－７０

第１－１表　令和２年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月１８日実施）

神戸市中央区八幡通４－２－１２　カサベラＦＲⅡビル

京都市下京区中堂寺粟田町９３

長野市鶴賀高畑７５２－８

関西

東北

京都リサーチパーク　西地区　４号館【午前・午後】

兵庫県 姫路商工会議所【午前・午後】 姫路市下寺町４３

三宮研修センター【午前・午後】

和歌山県 和歌山県勤労福祉会館（プラザホープ）【午前】 和歌山市北出島１－５－４７

宮古島市 平良港ターミナルビル【午後】 宮古島市平良下里１０８－１１

佐賀県 鳥栖商工センター会館【午後】 鳥栖市藤木町若桜２－１

熊本県 TKP熊本カンファレンスセンター【午前・午後】

大分県 Ｂ－ＣｏｎＰｌａｚａ【午後】

長崎県建設総合会館【午前・午後】 長崎市魚の町３－３３

熊本市中央区花畑町４－７朝日新聞第一生命ビル９Ｆ

別府市山の手町１２－１

長崎県

東京都 東京流通センター　第一展示場【午前・午後】

栗東市商工会館【午後】

長野県

京都府

兵庫県



九州

香川県

徳島県

広島県

奈良県

群馬県

中部

関東

神奈川県

リンクステーションホール青森【午後】

アピオ（岩手産業文化センター）【午前】

埼玉県

埼玉県

東北

奈良春日野国際フォーラム甍【午後】

福島県 尚志教育センター【午前・午後】

ビエント高崎【午前・午後】

試　験　会　場 住　　所

北海道 札幌市 ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター【午前・午後】 札幌市北区北七条西２－９ベルヴュオフィス札幌

地　区 試 験 地

青森県

岩手県

郡山市中町１４－１８

青森市堤町１－４－１

滝沢市砂込３８９－２０

新潟県 アートホテル新潟駅前【午前・午後】 新潟市中央区笹口１－１

高崎市問屋町２－７

神奈川県 ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ横浜西口【午前・午後】 横浜市西区南幸２－１９－９

山梨県 ホテルクラウンパレス甲府【午後】 甲府市朝気１－２－１

愛知県

愛知県 名古屋銀行協会会館【午前・午後】

名古屋国際会議場　２号館【午前・午後】

TKPガーデンシティ横浜【午前・午後】 横浜市神奈川区金港町３－１コンカード横浜

ＪＡ共済埼玉ビル【午前・午後】 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１−７

第１－２表　令和２年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（７月１９日実施）

茨城県

ＴＫＰ金沢カンファレンスセンター【午前・午後】

ＴＫＰ心斎橋駅前カンファレンスセンター【午前・午後】

パピヨン２４【午前・午後】

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田【午後】

島根県

名古屋市中区丸の内２－４－２

名古屋市熱田区熱田西町１－１

埼玉建産連研修センター【午前・午後】

水戸駿優会館【午後】 水戸市三の丸１－１－４２

金沢市上堤町１－３３アパ金沢ビル

島根県労働会館【午後】

徳島市富田浜２－１０

福岡市博多区千代１－１７－１

さいたま市大宮区土手町１－２

高松センタービル【午前】

大阪市福島区福島５－４－２１ＴＫＰゲートタワービル

大阪市中央区南船場３－１１－１８郵政福祉心斎橋ビル

奈良市春日野町１０１

広島市南区京橋町１－７アスティ広島京橋ビルディング

高松市寿町２－４－２０

松江市御手船場町５５７－７

奄美市名瀬長浜町５１７

那覇市久米２－１５－２３

石川県

大阪府

ＴＫＰガーデンシティ天神【午前・午後】

関西

中国

四国

沖縄

北陸

奄美文化センター（奄美振興会館）【午後】

沖縄県青年会館【午前・午後】沖縄県

奄美市

鹿児島県

宮崎県

福岡県

福岡市中央区天神２－１４－８福岡天神センタービル８Ｆ

宮崎市高千穂通２－１－２６

鹿児島市卸本町６－１２

ホテルスカイタワー宮崎駅前【午前・午後】

オロシティーホール【午後】

ＴＫＰガーデンシティ広島駅前大橋【午前・午後】

徳島県建設センター【午前】



 第２表　令和２年度第二種電気工事士上期技能試験　地区別受験者数・合格者数
〔単位：人・％〕

地区名 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率

(A) (B) (B/A) (C) (D) (D/C) E=(A+C) F=(B+D) G=(F/E)

北海道 72 45 62.5 171 108 63.2 243 153 63.0

東　北 280 190 67.9 332 241 72.6 612 431 70.4

関　東 1,209 788 65.2 1,158 804 69.4 2,367 1,592 67.3

中　部 538 390 72.5 538 366 68.0 1,076 756 70.3

北　陸 106 71 67.0 77 69 89.6 183 140 76.5

関　西 480 309 64.4 609 407 66.8 1,089 716 65.7

中　国 224 153 68.3 200 126 63.0 424 279 65.8

四　国 74 48 64.9 89 57 64.0 163 105 64.4

九　州 255 192 75.3 375 236 62.9 630 428 67.9

沖　縄 5 1 20.0 92 65 70.7 97 66 68.0

合　計 3,243 2,187 67.4 3,641 2,479 68.1 6,884 4,666 67.8

7月18日(土)実施　技能試験 7月19日(日)実施　技能試験 上期技能合計

注：受験率は小数点第２位を四捨五入します。


