
令和3年8月20日

令和３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3年7月17日及び18日、全国55試験地、122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64,443人

でした。

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、47,841人が合格し、合格率は74.2％となりました。

２．地域別の合否状況

(1) 地区別の受験者数、合格者数、合格率は第２表のとおりです。平均合格率の最

高は北陸（77.4%）、最低は沖縄（63.6%）でありました。

( 2 ) 試験日別では、7月17日に実施した技能試験の平均合格率は73.9%、18日は74.5%

でした。

３．試験結果の通知、広報等
(1) 試験結果は、8月20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19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17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。

https://moshikomi-shiken.jp/ecee/search/public/pbt_result/

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）

R1全国合計 58,699 39,585 67.4

R2全国合計 6,884 4,666 67.8

R3全国合計 64,443 47,841 74.2

備考：率は小数点第２位を四捨五入

以 上



旭川市 道北経済センター 旭川市常盤通１－２５００－２２

旭川市 アートホテル旭川 旭川市７条通６

北見市 ホテル黒部 北見市北七条西１ー１

釧路市 釧路公立大学 釧路市芦野４－１－１

室蘭市 アパホテル室蘭 室蘭市中島町２－２８－６

函館市 函館大学 函館市高丘町５１－１

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　ソララプラザ

秋田県 秋田県ＪＡビル 秋田市八橋南２－１０－１６

山形県 山形国際ホテル 山形市香澄町３－４－５

山形県 山形グランドホテル 山形市本町１－７－４２

栃木県 宇都宮大学　峰キャンパス 宇都宮市峰町３５０

栃木県 宇都宮東武ホテルグランデ 宇都宮市本町５－１２

千葉県 東京ベイ幕張ホール 千葉市美浜区ひび野２－３

千葉県 千葉情報経理専門学校　３号館・４号館 千葉市中央区新宿２－１０－１

千葉県 ＴＫＰガーデンシティ千葉 千葉市中央区問屋町１ー４５　

千葉県 ホテルグリーンタワー幕張 千葉市美浜区ひび野２－１０－３

千葉県 トーセイホテル＆セミナー幕張 習志野市茜浜２－３－２

千葉県 グランドニッコー東京ベイ舞浜 浦安市舞浜１－７

千葉県 ヒルトン成田 成田市小菅４５６

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 日本大学　三軒茶屋キャンパス 世田谷区下馬３－３４－１

東京都 東京流通センター　第一展示場 大田区平和島６－１－１

東京都 ＴＯＣ有明 江東区有明３－５－７

東京都 五反田ＴＯＣビル 品川区西五反田７－２２－１７

東京都 タイム２４ビル 江東区青海２－４－３２

東京都 フォーラム８ 渋谷区道玄坂２－１０－７　新大宗ビル

長野県 ビッグハット（長野市若里多目的スポーツアリーナ） 長野市若里３－２２－２

岐阜県 岐阜商工会議所　大ホール 岐阜市神田町２－２

岐阜県 岐阜メモリアルセンター　ふれ愛ドーム 岐阜市長良福光大野２６７５－２８

岐阜県 ソフトピアジャパンセンター　センタービル１０階 大垣市加賀野４－１－７

岐阜県 岐阜協立大学　北方キャンパス 大垣市北方町５ー５０

静岡県 ツインメッセ静岡　北館大展示場 静岡市駿河区曲金３－１－１０

静岡県 プラサヴェルデ　キラメッセぬまづ　多目的ホール３ 沼津市大手町１－１－４

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

北海道

東北

関東

中部

第１－１表　令和３年度第二種電気工事士上期技能試験会場一覧（7月17日実施）

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所



富山県 テクノホール（富山産業展示館） 富山市友杉１６８２

福井県 福井商工会議所 福井市西木田２－８－１

福井県 福井県繊協ビル 福井市大手３－７－１

滋賀県 滋賀県立文化産業交流会館 米原市下多良２－１３７

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

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 三宮研修センター 神戸市中央区八幡通４－２－１２　

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

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 白兎会館 鳥取市末広温泉町５５６

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

山口県 徳山大学 周南市学園台８４３－４－２

山口県 ピピ５１０ 周南市糀町１－１７

愛媛県 エスポワール愛媛文教会館 松山市祝谷町１－５－３３

愛媛県 愛媛県県民文化会館　本館 松山市道後町２－５－１

高知県 高知城ホール（高知県教育会館） 高知市丸ノ内２－１－１０

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

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 佐賀市神野東１－９－３２

佐賀県 レンタル会議室　サンシティ 佐賀市神野東２－１－３

長崎県 ＮＢＣソシア 長崎市上町１－３５

長崎県 ホテルセントヒル長崎 長崎市筑後町４－１０

長崎県 平安閣　サンプリエール 長崎市元船町２－４

長崎県 レオプラザホテル佐世保 佐世保市三浦町４－２８

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　工学部２号館 熊本市中央区黒髪２－３９－１

大分県 Ｂ－ＣｏｎＰｌａｚａ 別府市山の手町１２－１

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 南の美ら花　ホテルミヤヒラ 石垣市美崎町４－９

九州

沖縄

北陸

関西

四国

中国



札幌市 ロイトン札幌 札幌市中央区北１条西１１

札幌市 プレミアホテルＴＳＵＢＡＫＩ札幌 札幌市豊平区豊平四条１－１－１

札幌市 北海道経済センター 札幌市中央区北１条西２－２－１

青森県 青森県立保健大学 青森市浜館字間瀬５８－１

青森県 ホテルニューキャッスル 弘前市上鞘師町２４－１

岩手県 岩手大学　学生センター 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 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

茨城県 つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３

茨城県 水戸駿優予備学校　本部校舎 水戸市三の丸１－１－４２

群馬県 ビエント高崎 高崎市問屋町２－７

群馬県 共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町１１５４－４

埼玉県 埼玉大学 さいたま市桜区下大久保２５５

埼玉県 埼玉県県民活動総合センター 北足立郡伊奈町内宿台６－２６

埼玉県 くすのきホール 所沢市くすのき台１－１１－２

埼玉県 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座１－６４

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 ホテル・ヘリテイジ飯能Ｓｔａ 飯能市仲町１１－２１

埼玉県 川越プリンスホテル 川越市新富町１－２２

埼玉県 埼玉グランドホテル本庄 本庄市駅南２－２－１

神奈川県 専修大学　生田キャンパス　７・８号館 川崎市多摩区東三田２－１－１

神奈川県 専修大学　生田キャンパス　１０号館 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　Ｆ棟 相模原市中央区淵野辺５－１０－１

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

山梨県 ホテル談露館 甲府市丸の内１－１９－１６

山梨県 甲府記念日ホテル 甲府市湯村３－２－３０

愛知県 中京大学　豊田キャンパス　２１号館 豊田市貝津町床立１０１

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

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 愛知大学　名古屋キャンパス 名古屋市中村区平池町４－６０－６

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 名古屋銀行協会会館 名古屋市中区丸の内２－４－２

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 石川県地場産業振興センター 金沢市鞍月２－１

関東

中部

北陸

北海道

東北

第１－２表　令和３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）

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所



大阪府 梅田スカイビル 大阪市北区大淀中１－１－８８

大阪府 大阪工業大学　大宮キャンパス 大阪市旭区大宮５－１６－１

大阪府 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 大阪市北区大深町３－１　

大阪府 ＴＫＰガーデンシティ大阪リバーサイドホテル 大阪市都島区中野町５－１２－３０　

大阪府 大阪大学　豊中キャンパス　全学教育講義棟 豊中市待兼山町１－１６

大阪府 桃山学院大学 和泉市まなび野１－１

奈良県 奈良県コンベンションセンター 奈良市三条大路１－６９１－１

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業会館） 松江市学園南１－２－１

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　

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

香川県 香川大学　三木町農学部キャンパス 木田郡三木町池戸２３９３

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 福岡国際会議場 福岡市博多区石城町２－１

福岡県 ホテルニューオータニ博多 福岡市中央区渡辺通１－１－２

福岡県 西南学院大学 福岡市早良区西新６－２－９２

福岡県 西日本総合展示場　ＡＩМビル 北九州市小倉北区浅野３－８－１

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

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 志學館大学　本館講義棟 鹿児島市紫原１－５９－１

奄美市 奄美サンプラザホテル 奄美市名瀬港町２－１

沖縄 沖縄県 沖縄アリーナ 沖縄市山内１－１６－１

四国

九州

関西

中国



　　　　　　〔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 877 663 75.6 1,448 1,122 77.5 2,325 1,785 76.8

東　北 2,084 1,515 72.7 3,060 2,252 73.6 5,144 3,767 73.2

関　東 11,444 8,309 72.6 11,094 8,470 76.3 22,538 16,779 74.4

中　部 4,537 3,337 73.6 4,512 3,239 71.8 9,049 6,576 72.7

北　陸 1,144 905 79.1 658 489 74.3 1,802 1,394 77.4

関　西 4,784 3,537 73.9 5,391 3,908 72.5 10,175 7,445 73.2

中　国 2,098 1,573 75.0 1,908 1,440 75.5 4,006 3,013 75.2

四　国 812 584 71.9 996 731 73.4 1,808 1,315 72.7

九　州 2,559 1,994 77.9 4,263 3,281 77.0 6,822 5,275 77.3

沖　縄 76 63 82.9 698 429 61.5 774 492 63.6

合　計 30,415 22,480 73.9 34,028 25,361 74.5 64,443 47,841 74.2

第２表　令和３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

地区名

７月１７日実施　技能試験 ７月１８日実施　技能試験 上期技能合計

注：合格率は小数点第２位を四捨五入


