
令和5年1月27日

令和４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4年12月24日（土）及び25日（日）、全国52試験地、90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44,101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、31,117人が合格し、合格率は70.6％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

高は沖縄（77.4％）、最低は中国（66.6％）でありました。

（2） 試験日別では、12月24日（土）に実施した技能試験の平均合格率は69.5％、

25日（日）は71.4％でした。

３．試験結果の通知、広報等

（1） 試験結果については、本日より1ヶ月間、下記の当試験センターホームページ

から受験番号による検索サービスで確認することができます。

また、2月10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）

を閲覧に供します。

なお、試験問題の解答については、12月26日（月）に公表済みです。

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

（2） 試験結果通知書は、2月6日（月）に受験者全員に発送する予定です。

到着したら必ず内容を確認してください。

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）

R2全国合計 66,113 48,202 72.9

R3全国合計 51,833 36,843 71.1

R4全国合計 44,101 31,117 70.6

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 釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町２－５

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５１－１

宮城県 産業見本市会館（サンフェスタ） 仙台市若林区卸町２－１５－２

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

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

宇都宮大学　峰キャンパス 宇都宮市峰町３５０

栃木県青年会館（コンセーレ） 宇都宮市駒生１－１－６

群馬県 ビエント高崎 高崎市問屋町２－７

フォーラムエイト 渋谷区道玄坂２－１０－７　　新大宗ビル

拓殖大学　文京キャンパス　C館 文京区小日向３－４－１４

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有明 江東区有明３－５－７

タイム２４ビル 江東区青海２－４－３２

大正大学　巣鴨キャンパス　 豊島区西巣鴨３－２０－１

信州大学　長野（工学）キャンパス　Ｃ３棟 長野市若里４－１７－１

ＪＡ長野県ビル 長野市南長野北石堂町１１７７－３

ソフトピアジャパンセンター　センタービル 大垣市加賀野４－１－７

岐阜市文化センター　催し広場 岐阜市金町５－７－２

プラサヴェルデ　多目的ホール 沼津市大手町１－１－４

ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金３－１－１０

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 富山産業展示館（テクノホール）　西館 富山市友杉１６８２

福井商工会議所 福井市西木田２－８－１

福井県繊協ビル 福井市大手３－７－１

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

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

姫路獨協大学 姫路市上大野７－２－１

三宮研修センター 神戸市中央区八幡通４丁目２―１２　　カサベラＦＲⅡビル

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

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） 岡山市北区大内田６７５

周南公立大学 周南市学園台８４３－４－２

周南地域地場産業振興センター 周南市鼓海２－１１８－２４

北海道

関東

東北

第１－１表　令和４年度第二種電気工事士下期技能試験会場一覧（12月24日実施）

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所

栃木県

東京都

新潟県

和歌山県

中部

北陸

中国

山口県

関西

長野県

岐阜県

静岡県

福井県

兵庫県



徳島県 徳島大学　常三島キャンパス　教養教育４号館 徳島市南常三島町１－１

愛媛県 愛媛大学　城北キャンパス　共通講義棟Ａ 松山市文京町３

高知県 高知商工会館 高知市本町１－６－２４

佐賀県 佐賀大学　本庄キャンパス　教養教育１号館 佐賀市本庄町１

熊本県 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

大分県 大分大学　旦野原キャンパス　教養教育棟 大分市旦野原７００

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

九州

四国



北海道 札幌市 北海道大学　高等教育推進機構 札幌市北区北１７条西８

青森県 青森中央学院大学 青森市横内字神田１２

岩手大学　理工学部 盛岡市上田４－３－５

岩手県立大学　滝沢キャンパス 滝沢市巣子１５２－５２

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

水戸駿優予備学校（駿優教育会館） 水戸市三の丸１－１－４２

つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３

埼玉大学 さいたま市桜区下大久保２５５

くすのきホール 所沢市くすのき台１－１１－２

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

東京電機大学　埼玉鳩山キャンパス 比企郡鳩山町石坂

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

千葉大学　西千葉キャンパス　工学部 千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉経済大学 千葉市稲毛区轟町３－５９－５

東京ベイ幕張ホール 千葉市美浜区ひび野２－３　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

神奈川大学　横浜キャンパス　３、８号館 横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

明治学院大学　横浜キャンパス 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

國學院大學　たまプラーザキャンパス　１号館 横浜市青葉区新石川３－２２－１

湘南工科大学 藤沢市辻堂西海岸１－１－２５

山梨県 ジットプラザ 甲府市高畑２－１９－２

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

名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西町１－１

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名古屋新幹線口 名古屋市中村区椿町１－１６　井門名古屋ビル

愛知大学　豊橋キャンパス　６号館 豊橋市町畑町１－１

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

金沢流通会館 金沢市問屋町２－６１

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

龍谷大学　瀬田キャンパス 大津市瀬田大江町横谷１－５

大阪工業大学　大宮キャンパス　３号館 大阪市旭区大宮５－１６－１

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

大阪商業大学 東大阪市御厨栄町４－１－１０

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

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業交流会館） 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

香川大学　幸町キャンパス　教育学部 高松市幸町１－１

サン・イレブン高松 高松市松福町２－１５－２４　

中国

石川県

愛知県中部

北陸

関西

大阪府

滋賀県

香川県四国

第１－２表　令和４年度第二種電気工事士下期技能試験会場一覧（12月25日実施）

地　区 試 験 地 試　験　会　場 住所

千葉県

埼玉県

茨城県

岩手県

神奈川県

東北

関東



九州産業大学　１号館 福岡市東区松香台２－３－１

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

長崎県 出島メッセ長崎 長崎市尾上町４－１

鹿児島国際大学　２号館 鹿児島市坂之上８－３４－１

志學館大学　本館講義棟 鹿児島市紫原１－５９－１

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 那覇市首里山川町１－１３２－１

沖縄ハーバービューホテル 那覇市泉崎２－４６

鹿児島県

九州

沖縄 沖縄県

福岡県



　　　　　　〔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 558 396 71.0 1,005 695 69.2 1,563 1,091 69.8

東　北 1,423 988 69.4 1,815 1,279 70.5 3,238 2,267 70.0

関　東 6,737 4,590 68.1 8,589 6,164 71.8 15,326 10,754 70.2

中　部 3,240 2,264 69.9 3,181 2,387 75.0 6,421 4,651 72.4

北　陸 767 549 71.6 514 365 71.0 1,281 914 71.4

関　西 3,248 2,256 69.5 3,863 2,623 67.9 7,111 4,879 68.6

中　国 1,415 998 70.5 1,199 743 62.0 2,614 1,741 66.6

四　国 881 619 70.3 484 360 74.4 1,365 979 71.7

九　州 1,857 1,335 71.9 2,635 1,972 74.8 4,492 3,307 73.6

沖　縄 0 0 0.0 690 534 77.4 690 534 77.4

合　計 20,126 13,995 69.5 23,975 17,122 71.4 44,101 31,117 70.6

第２表　令和４年度第二種電気工事士下期技能試験　地区別受験者数・合格者数

地区名

１２月２４日実施　技能試験 １２月２５日実施　技能試験 下期技能合計

注：合格率は小数点第２位を四捨五入


