
令和4年11月14日

令和4年度第二種電気工事士下期筆記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10月30日、全国52試験地、75試験会場(第1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

筆記試験の受験者数は66,454人でした。

第二種電気工事士試験委員会において、合格基準点は60点以上と決定されました。

その結果、35,445人が合格し、合格率は53.3%となりました。

２．地域別の合否状況

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。合格率の最高は

北陸(59.8%)、最低は沖縄(47.6%)でした。

３．試験結果の通知、広報等

(1) 試験結果については、本日より当面の間、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、11月28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

閲覧に供します。

なお、試験問題の解答については、10月31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、12月8日(木)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筆記試験の受験者数・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 104,883 65,114 62.1

R3全国合計 70,135 40,464 57.7

R4全国合計 66,454 35,445 53.3

以 上



地区名 試験地 試験会場 試験会場住所

旭川市 旭川北洋ビル　北洋ホール　【午前】【午後】 旭川市４条通９－１７０３

北見市 北見工業大学　１号館　【午前】【午後】 北見市公園町１６５

札幌市 北海道大学　高等教育推進機構　Ｅ棟　【午前】【午後】 札幌市北区北十七条西８

釧路市 釧路公立大学　【午前】【午後】 釧路市芦野４－１－１

室蘭市 室蘭工業大学　教育研究１号館　【午前】【午後】 室蘭市水元町２７－１

函館市 函館大学　【午前】【午後】 函館市高丘町５１－１

青森県 青森中央学院大学　【午前】【午後】 青森市横内字神田１２

岩手県 岩手大学　学生センターＡ棟　【午前】【午後】 盛岡市上田３－１８－８

宮城県 産業見本市会館（サンフェスタ）　【午前】【午後】 仙台市若林区卸町２－１５－２

秋田県 ノースアジア大学　【午前】【午後】 秋田市下北手桜守沢４６－１

山形県 山形大学　小白川キャンパス　基盤教育１号館　【午前】【午後】 山形市小白川町１－４－１２

駿優予備学校　郡山校　【午前】【午後】 郡山市駅前１－１２－６

パルセいいざか（福島市飯坂温泉観光会館）　【午前】【午後】 福島市飯坂町筑前２７－１

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

茨城県 水戸駿優予備学校（駿優教育会館）　【午前】【午後】 水戸市三の丸１－１－４２

栃木県 宇都宮大学　峰キャンパス　【午前】【午後】 宇都宮市峰町３５０

群馬県 共愛学園前橋国際大学　【午前】【午後】 前橋市小屋原町１１５４－４

埼玉大学　【午前】【午後】 さいたま市桜区下大久保２５５

埼玉県県民活動総合センター　【午前】【午後】 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　【午前】【午後】 比企郡鳩山町石坂

千葉大学　西千葉キャンパス　工学部　【午前】【午後】 千葉市稲毛区弥生町１－３３

千葉大学　西千葉キャンパス　教育学部　【午前】【午後】 千葉市稲毛区弥生町１－３３

敬愛大学　稲毛キャンパス　３号館　【午前】【午後】 千葉市稲毛区穴川１－５－２１

日本大学　三軒茶屋キャンパス　【午前】【午後】 東京都世田谷区下馬３－３４－１

拓殖大学　文京キャンパス　Ｃ、Ｅ館　【午前】【午後】 文京区小日向３－４－１４

日本大学　経済学部　３号館　【午前】【午後】 千代田区西神田１－２－５

法政大学　小金井キャンパス　梶野町校舎　【午前】【午後】 小金井市梶野町３－７－２

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

慶應義塾大学　日吉キャンパス　第４校舎独立館　【午前】【午後】 横浜市港北区日吉４－１－１

明治学院大学　横浜キャンパス　５、６、７、９号館　【午前】【午後】 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

山梨県 山梨県ＪＡ会館　【午前】【午後】 甲府市飯田１－１－２０

ＪＡ長野県ビル　【午前】【午後】 長野市南長野北石堂町１１７７－３

信州大学　長野（工学）キャンパス　Ｃ３棟　【午前】【午後】 長野市若里４－１７－１

岐阜市文化センター　催し広場　【午前】【午後】 岐阜市金町５－７－２

ソフトピアジャパンセンター　ソピアホール　【午前】【午後】 大垣市加賀野４－１－７

プラサヴェルデ　多目的ホール２＋３　【午前】【午後】 沼津市大手町１－１－４

ツインメッセ静岡　【午前】【午後】 静岡市駿河区曲金３－１－１０

中京大学　豊田キャンパス　２１号館　【午前】【午後】 豊田市貝津町床立１０１

秀英予備校　名古屋本部校　【午前】【午後】 名古屋市千種区内山３－２３－１２

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

中部大学　春日井キャンパス　９号館　【午前】【午後】 春日井市松本町１２００

三重県 メッセウイング・みえ　展示ホール　【午前】【午後】 津市北河路町１９－１

関東

福島県

埼玉県

愛知県

長野県

中部
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地区名 試験地 試験会場 試験会場住所

富山県 富山大学　五福キャンパス　工学部総合教育研究棟　【午前】【午後】 富山市五福３１９０

石川県 ＴＫＰ金沢カンファレンスセンター　【午前】【午後】 金沢市上堤町１－３３　アパ金沢ビル

福井県 ザ・グランユアーズフクイ　【午前】【午後】 福井市大手３－１２－２０

滋賀県 長浜バイオ大学　【午前】【午後】 長浜市田村町１２６６

西陣織会館　【午前】【午後】 京都市上京区竪門前町４１４

ＹＩＣ京都工科自動車大学校　【午前】【午後】 京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町２７

マイドームおおさか　【午前】【午後】 大阪市中央区本町橋２－５

梅田スカイビル　【午前】【午後】 大阪市北区大淀中１－１－８８

大阪大学　吹田キャンパス　工学部　【午前】【午後】 吹田市山田丘２－１

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

神戸学院大学　ポートアイランド第１キャンパス　【午前】【午後】 神戸市中央区港島１－１－３

関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス　Ｂ号館　【午前】【午後】 西宮市上ケ原一番町１－１５５

奈良県 奈良ロイヤルホテル　【午前】【午後】 奈良市法華寺町２５４－１

和歌山県 和歌山ビッグ愛（県民交流プラザ）　【午前】【午後】 和歌山市手平２－１－２

鳥取県 白兎会館　【午前】【午後】 鳥取市末広温泉町５５６

島根県 くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）　【午前】【午後】 松江市学園南１－２－１

岡山科学技術専門学校　昭和町校舎　２号館　【午前】【午後】 岡山市北区昭和町８－１０

岡山商科大学　７号館　【午前】【午後】 岡山市北区津島京町２－１０－１

広島県 広島工業大学専門学校　【午前】【午後】 広島市西区福島町２－１－１

山口県 周南公立大学　【午前】【午後】 周南市学園台８４３－４－２

徳島県 四国大学　中央棟（Ａ館）　【午前】【午後】 徳島市応神町古川字戎子野１２３－１

香川県 高松センタービル　【午前】【午後】 高松市寿町２－４－２０

愛媛県 松山大学　文京キャンパス　２号館　【午前】【午後】 松山市文京町４－２

高知県 高知商工会館　【午前】【午後】 高知市本町１－６－２４

九州産業大学　１号館　【午前】【午後】 福岡市東区松香台２－３－１

西南学院大学　４号館　【午前】【午後】 福岡市早良区西新６－２－９２

佐賀県 鳥栖商工センター　【午前】【午後】 鳥栖市藤木町若桜２－１

長崎県 ホテルニュー長崎　【午前】【午後】 長崎市大黒町１４－５

熊本県 熊本大学　黒髪北地区　全学教育棟　【午前】【午後】 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　【午前】【午後】 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　【午前】【午後】 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　【午前】【午後】 鹿児島市郡元１－２１－２４

沖縄 沖縄県 琉球大学　千原キャンパス　共通教育棟　【午前】【午後】 中頭郡西原町千原１

九州

京都府

大阪府

岡山県

福岡県

四国

関西

北陸

中国

兵庫県



（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ）

北海道 2,289 1,238 54.1

東　北 5,468 2,790 51.0

関　東 23,084 12,193 52.8

中　部 9,294 5,150 55.4

北　陸 1,823 1,090 59.8

関　西 10,411 5,583 53.6

中　国 3,849 2,034 52.8

四　国 2,018 1,176 58.3

九　州 7,112 3,664 51.5

沖　縄 1,106 527 47.6

合　計 66,454 35,445 53.3

備考：率は小数点第２位を四捨五入

第2表　令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験地区別受験者・合格者数

〔単位：人・％〕

地区別

受験者数 合格者数 合格率


