
電気主任技術者認定校一覧（第１種） 令和４年３月３１日現在

施設名称 所在地

北海道大学 北海道札幌市北区北13条西8

室蘭工業大学 北海道室蘭市水元町27-1

北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田７条15-4-1

八戸工業大学 青森県八戸市大字妙字大開88-1

岩手大学 岩手県盛岡市上田3-18-8

東北大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉

東北学院大学 宮城県多賀城市中央1-13-1

秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1-1

山形大学 （工学部）山形県米沢市城南4-3-16

日本大学（郡山市在） 福島県郡山市田村町徳定字中河原1

茨城大学 茨城県日立市中成沢町4-12-1

宇都宮大学 栃木県宇都宮市陽東7-1-2

足利大学 栃木県足利市大前町268-1

群馬大学 群馬県桐生市天神町1-5-1

埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

埼玉工業大学 埼玉県深谷市普済寺１６９０

日本工業大学 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1

東洋大学 埼玉県川越市鯨井2100

千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

千葉工業大学 千葉県習志野市津田沼2-17-1

日本大学（習志野市在） 千葉県習志野市泉町1-2-1

東京大学 東京都文京区本郷7-3-1

東京農工大学 東京都小金井市中町2-24-16

東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1

東京都立大学 東京都八王子市南大沢1-1

工学院大学 東京都新宿区西新宿1-24-2

国士舘大学 東京都世田谷区世田谷4-28-1

芝浦工業大学 東京都港区芝浦3-9-14

上智大学 東京都千代田区紀尾井町7-1

中央大学 東京都文京区春日1-13-27

東京電機大学 東京都足立区千住旭町5

東京都市大学 東京都世田谷区玉堤1-28-1

東京理科大学 東京都新宿区神楽坂1-3

日本大学 東京都千代田区神田駿河台1-8-14

法政大学 東京都小金井市梶野町3-7-2

明星大学 東京都日野市程久保2-1-1

早稲田大学 東京都新宿区大久保3-4-1

横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

青山学院大学 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1

神奈川工科大学 神奈川県厚木市下荻野1030

関東学院大学 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

慶応義塾大学 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1

湘南工科大学 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25

東海大学 神奈川県平塚市北金目1117

明治大学 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1

神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1
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職業能力開発総合大学校 東京都小平市小川西町2-32-2

新潟大学 新潟県新潟市五十嵐２の町8050

長岡技術科学大学 新潟県長岡市上富岡町1603-1

富山大学 富山県富山市五福3190

金沢大学 石川県金沢市角間町

金沢工業大学 石川県野々市市扇が丘7-1

福井大学 福井県福井市文京3-9-1

福井工業大学 福井県福井市学園3-6-1

山梨大学 山梨県甲府市武田4-3-11

信州大学 長野県長野市若里4-17-1

岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1-1

静岡大学 静岡県浜松市城北3-5-1

静岡理工科大学 静岡県袋井市豊沢2200-2

豊橋技術科学大学 愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘1-1

名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町

名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町

愛知工業大学 愛知県豊田市八草町八千草1247

大同大学 愛知県名古屋市南区滝春町10-3

中部大学 愛知県春日井市松本町1200

中京大学　 愛知県名古屋市昭和区八事本町101―２

名城大学 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501

三重大学 三重県津市栗真町屋町1577

滋賀県立大学 滋賀県彦根市八坂町2500

立命館大学 滋賀県草津市野路東1-1-1

京都大学 京都府京都市左京区吉田本町及び西京区京都大学桂

同志社大学 京都府京田辺市多々羅都谷1-3

大阪大学 大阪府吹田市山田丘2-1

大和大学 大阪府吹田市片山町２－５－１

大阪公立大学 大阪府堺市中区学園町1-1

大阪工業大学 大阪府大阪市旭区大宮5-16-1

大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町１８－８

関西大学 大阪府吹田市山手町3-3-35

近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1

摂南大学 大阪府寝屋川市池田中町17-8

兵庫県立大学 兵庫県姫路市書写2167

鳥取大学 鳥取県鳥取市湖山町南4-101

岡山大学 岡山県岡山市北区津島中1-1-1

岡山理科大学 岡山県岡山市北区理大町1-1

広島大学 広島県東広島市鏡山1-4-1

広島工業大学 広島市佐伯区三宅2-1-1

山陽小野田市立山口東京理科大学 山口県山陽小野田市大学通１丁目１番１号

山口大学 (工学部)山口県宇部市常盤台2-16-1

徳島大学 徳島県徳島市南常三島町2-1

愛媛大学 愛媛県松山市文京町3

九州大学 福岡県福岡市西区元岡744

九州工業大学 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
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近畿大学産業理工学部 福岡県飯塚市柏の森11-6

九州産業大学 福岡県福岡市東区松香台2-3-1

西日本工業大学 福岡県京都郡苅田町新津1-11

福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8-19-1

福岡工業大学 福岡県福岡市東区和白東3-30-1

佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1

長崎大学 長崎県長崎市文教町1-14

長崎総合科学大学 長崎県長崎市綱場町536

熊本大学 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1

大分大学 大分県大分市大字旦野原700

日本文理大学 大分県大分市一木1727 

宮崎大学 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-40

琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1
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電気主任技術者認定校一覧（第２種） 令和４年３月３１日現在

施設名称 所在地

釧路工業高等専門学校 北海道釧路市大楽毛西2-32-1

日本工学院北海道専門学校 北海道登別市札内町184-3

函館工業高等専門学校 北海道函館市戸倉町14-1

八戸工業高等専門学校 青森県八戸市大字田面木字上野平16-1

一関工業高等専門学校 岩手県一関市萩荘字高梨

岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県奥州市水沢区佐倉河字東広町66-2

仙台高等専門学校 宮城県名取市愛島塩手字野田山48

鶴岡工業高等専門学校 山形県鶴岡市大字井岡字沢田104

福島工業高等専門学校 福島県いわき市平上荒川字長尾30

茨城工業高等専門学校 茨城県ひたちなか市中根866

小山工業高等専門学校 栃木県小山市大字中久喜771

木更津工業高等専門学校 千葉県木更津市清見台東2-11-1

日本大学短期大学部 千葉県船橋市習志野台7-24-1

東京都立産業技術高等専門学校 東京都品川区東大井1-10-40

サレジオ工業高等専門学校 東京都町田市小山ヶ丘4-6-8

日本工学院専門学校 東京都大田区西蒲田5-23-22

日本工学院八王子専門学校 東京都八王子市片倉1404-1

東京工学院専門学校 東京都小金井市前原町5-1-29

日本電子専門学校 東京都新宿区百人町1-25-4

東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋3-6-1

読売理工医療福祉専門学校 東京都港区芝5-26-16

長岡工業高等専門学校 新潟県長岡市西片貝町888

富山高等専門学校 富山県富山市本郷13番地

石川工業高等専門学校 石川県河北郡津幡町字北中条

国際高等専門学校 石川県金沢市久安2-270

長野工業高等専門学校 長野県長野市徳間716

岐阜工業高等専門学校 岐阜県本巣市上真桑2236-2

沼津工業高等専門学校 静岡県沼津市大岡3600

静岡県立工科短期大学校 静岡県静岡市清水区楠160

名古屋工学院専門学校 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-21

鈴鹿工業高等専門学校 三重県鈴鹿市白子町

近畿大学工業高等専門学校 三重県名張市春日丘7-1

神戸市立工業高等専門学校 兵庫県神戸市西区学園東町8-3

産業技術短期大学 兵庫県尼崎市西昆陽1-27-1

奈良工業高等専門学校 奈良県大和郡山市矢田町22

和歌山工業高等専門学校 和歌山県御坊市名田町野島77

米子工業高等専門学校 鳥取県米子市彦名町4448

津山工業高等専門学校 岡山県津山市沼624-1

広島工業大学専門学校 広島県広島市西区福島町2-1-1

宇部工業高等専門学校 山口県宇部市常盤台2-14-1

阿南工業高等専門学校 徳島県阿南市見能林町青木265

新居浜工業高等専門学校 愛媛県新居浜市八雲町7-1

久留米工業高等専門学校 福岡県久留米市小森野町1-1-1

有明工業高等専門学校 福岡県大牟田市東萩尾町150

北九州工業高等専門学校 福岡県北九州市小倉南区志井5-20-1

九州電気専門学校 福岡県福岡市博多区住吉4-4-5
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佐世保工業高等専門学校 長崎県佐世保市沖新町1-1

熊本工業専門学校 熊本県熊本市長嶺5-1-1

大分工業高等専門学校 大分県大分市大字牧1666

都城工業高等専門学校 宮崎県都城市吉尾町473-1

鹿児島工業高等専門学校 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
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電気主任技術者認定校一覧（第３種） 令和４年３月３１日現在

施設名称 所在地

北海道旭川工業高等学校 北海道旭川市緑が丘東４条1-1-1

北海道小樽未来創造高等学校 北海道小樽市最上1-29-1

北海道北見工業高等学校 北海道北見市東相内町602

北海道釧路工業高等学校 北海道釧路市鶴ヶ岱3-5-1

北海道札幌工業高等学校 北海道札幌市北区北20条西13

北海道札幌琴似工業高等学校 北海道札幌市西区発寒13条11-3-1

北海道滝川工業高等学校 北海道滝川市二の坂町西1-1-5

北海道苫小牧工業高等学校 北海道苫小牧市字高丘6-22

北海道函館工業高等学校 北海道函館市川原町5-13

北海道富良野緑峰高等学校 北海道富良野市西町1-1

北海道室蘭工業高等学校 北海道室蘭市宮の森町3-1-1

北海道留萌高等学校 北海道留萌市千鳥町4-91

北海道帯広工業高等学校 北海道帯広市稲田町基線14-7

青森県立青森工業高等学校 青森県青森市大字馬屋尻字清水流204-1

青森県立五所川原工業高等学校 青森県五所川原市大字湊字船越192

青森県立十和田工業高等学校 青森県十和田市三本木下平215-1

青森県立八戸工業高等学校 青森県八戸市江陽1-2-27

青森県立弘前工業高等学校 青森県弘前市馬屋町6-2

青森県立むつ工業高等学校 青森県むつ市文京町22-7

八戸工業大学第一高等学校 青森県八戸市大字白銀町字右岩淵通7-10

八戸学院野辺地西高等学校 青森県上北郡野辺地町字枇杷野51-6

青森県立五所川原工科高等学校 青森県五所川原市大字湊字船越192

岩手県立釜石商工高等学校 岩手県釜石市大平町3-2-1

岩手県立黒沢尻工業高等学校 岩手県北上市村崎野24-19

岩手県立福岡工業高等学校 岩手県二戸市石切所字火行塚2-1

岩手県立盛岡工業高等学校 岩手県盛岡市羽場18地割11-1

岩手県立水沢工業高等学校 岩手県奥州市水沢区佐倉河字道下100-1

岩手県立一関工業高等学校 岩手県一関市萩荘字釜ヶ渕50

仙台城南高等学校 宮城県仙台市太白区八木山松波町5番1号

宮城県石巻工業高等学校 宮城県石巻市貞山5-1-1

宮城県工業高等学校 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋3-2-1

宮城県第二工業高等学校 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋3-2-1

宮城県登米総合産業高等学校 宮城県登米市中田町上沼字北桜場223-1

宮城県古川工業高等学校 宮城県古川市北町4-7-1

宮城県白石工業高等学校 宮城県白石市郡山字鹿野43

仙台市立仙台工業高等学校 宮城県仙台市宮城野区東宮城野3-1

秋田県立秋田工業高等学校 秋田県秋田市保戸野金砂町3-1

秋田県立大館桂桜高等学校 秋田県大館市片山町3-10-43

秋田県立大曲工業高等学校 秋田県大仙市大曲若葉町3-17

秋田県立由利工業高等学校 秋田県由利本荘市石脇字田尻30

秋田県立能代科学技術高等学校 秋田県能代市盤若町3-1

山形県立鶴岡工業高等学校 山形県鶴岡市家中新町8-1

山形県立山形工業高等学校 山形県山形市緑町1-5-12

山形県立米沢工業高等学校 山形県米沢市大字川井300

山形県立酒田光陵高等学校 山形県酒田市北千日堂前字松境7-3

福島県立会津工業高等学校 福島県会津若松市徒之町1-37
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福島県立郡山北工業高等学校 福島県郡山市八山田2-224

福島県立小高産業技術高等学校 福島県南相馬市小高区吉名字玉ノ木平78

福島県立白河実業高等学校 福島県白河市瀬戸原6-1

福島県立喜多方桐桜高等学校 福島県喜多方市豊川町米室字高吉4344-5

福島県立勿来工業高等学校 福島県いわき市植田町堂の作10

福島県立平工業高等学校 福島県いわき市平下荒川字中剃1-3

福島県立福島工業高等学校 福島県福島市森合字小松原1

福島県立二本松工業高等学校 福島県二本松市榎戸1-58-2

聖光学院高等学校 福島県伊達市字六角3

茨城県立玉造工業高等学校 茨城県行方市芹沢1552

茨城県立下館工業高等学校 茨城県筑西市玉戸1336-111

茨城県立日立工業高等学校 茨城県日立市城南町2-12-1

茨城県立水戸工業高等学校 茨城県水戸市元吉田町1101

茨城県立土浦工業高等学校 茨城県土浦市真鍋6-11-20

茨城県立波崎高等学校 茨城県神栖市土合本町2-9928-1

栃木県立足利工業高等学校 栃木県足利市西宮町2908-1

栃木県立今市工業高等学校 栃木県日光市荊沢615

栃木県立宇都宮工業高等学校 栃木県宇都宮市雀宮町52

作新学院高等学校 栃木県宇都宮市一の沢1-1-41

栃木県立那須清峰高等学校 栃木県那須塩原市下永田6-4

栃木県立栃木工業高等学校 栃木県栃木市岩出町129

足利大学付属高等学校 栃木県足利市福富町2142

群馬県立伊勢崎工業高等学校 群馬県伊勢崎市中央町3-8

群馬県立高崎工業高等学校 群馬県高崎市江木町700

群馬県立前橋工業高等学校 群馬県前橋市石関町137-1

群馬県立桐生工業高等学校 群馬県桐生市西久方町1-1-41

群馬県立太田工業高等学校 群馬県太田市茂木町380

群馬県立藤岡工業高等学校 群馬県藤岡市下戸塚47-2

群馬県立渋川工業高等学校 群馬県渋川市8-1

群馬県立館林商工高等学校 群馬県邑楽郡明和町南大島660

埼玉県立川越工業高等学校 埼玉県川越市西小仙波町2-28-1

埼玉県立川口工業高等学校 埼玉県川口市南前川1-10-1

埼玉県立浦和工業高等学校 埼玉県さいたま市桜区西堀5-1-1

埼玉県立進修館高等学校 埼玉県行田市大字長野1320

埼玉県立久喜工業高等学校 埼玉県久喜市野久喜474

埼玉県立熊谷工業高等学校 埼玉県熊谷市大字小島820

埼玉県立狭山工業高等学校 埼玉県狭山市富士見2-5-1

埼玉県立秩父農工科学高等学校 埼玉県秩父市大字大野原2000

埼玉県立大宮工業高等学校 埼玉県さいたま市北区本郷町1970

埼玉県立春日部工業高等学校 埼玉県春日部市梅田本町1-1-1

埼玉県立三郷工業技術高等学校 埼玉県三郷市彦成3-325

千葉県立千葉工業高等学校 千葉県千葉市中央区今井町1478

千葉県立市川工業高等学校 千葉県市川市平田3-10-10

千葉県立茂原樟陽高等学校 千葉県茂原市上林283

千葉県立東総工業高等学校 千葉県旭市鎌数字川西5146

千葉県立館山総合高等学校 千葉県館山市北条106
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電気主任技術者認定校一覧（第３種） 令和４年３月３１日現在

施設名称 所在地

千葉県立清水高等学校 千葉県野田市清水482

東京都立荒川工業高等学校 東京都荒川区南千住6-42-1

東京都立足立工業高等学校 東京都足立区西新井4-30-1

東京都立北豊島工業高等学校 東京都板橋区富士見町28-1

東京都立蔵前工業高等学校 東京都台東区蔵前1-3-57

東京都立小金井工業高等学校 東京都小金井市本町6-8-9

東京都立墨田工業高等学校 東京都江東区森下5-1-7

東京都立多摩工業高等学校 東京都福生市熊川215

東京都立総合工科高等学校 東京都世田谷区成城9-25-1

東京都立府中工業高等学校 東京都府中市若松町2-19

東京都立町田工業高等学校 東京都町田市忠生1-20-2

東京都立本所工業高等学校 東京都葛飾区南水元4-21-1

東京都立六郷工科高等学校 東京都大田区東六郷2-18-2

大森学園高等学校 東京都大田区大森西3-2-12

東京実業高等学校 東京都大田区西蒲田8-18-1

神奈川県立神奈川工業高等学校 神奈川県横浜市神奈川区平河町19-1

神奈川県立川崎工科高等学校 神奈川県川崎市中原区上平間1700-7

神奈川県立商工高等学校 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町743

神奈川県立平塚工科高等学校 神奈川県平塚市黒部丘12-7

神奈川県立横須賀工業高等学校 神奈川県横須賀市公郷町4-10

神奈川県立小田原城北工業高等学校 神奈川県小田原市栢山200

神奈川県立磯子工業高等学校 神奈川県横浜市磯子区森5-24-1

神奈川県立向の岡工業高等学校 神奈川県川崎市多摩区堰1-28-1

三浦学苑高等学校 神奈川県横須賀市衣笠栄町3-80

新潟県立柏崎工業高等学校 新潟県柏崎市栄町5-16

新潟県立上越総合技術高等学校 新潟県上越市本城町3-1

新潟県立長岡工業高等学校 新潟県長岡市幸町2-7-70

新潟県立新潟工業高等学校 新潟県新潟市西区西1-5-1

富山県立魚津工業高等学校 富山県魚津市浜経田3338

富山県立高岡工芸高等学校 富山県高岡市中川1-1-20

富山県立富山工業高等学校 富山県富山市五福2238

富山県立砺波工業高等学校 富山県砺波市鷹栖285

石川県立工業高等学校 石川県金沢市本多2-3-6

石川県立小松工業高等学校 石川県小松市打越町丙67

石川県立羽咋工業高等学校 石川県羽咋市西釜屋町ク21

金沢市立工業高等学校 石川県金沢市畝田東1-1-1

福井県立武生工業高等学校 福井県武生市文京1-14-16

福井県立坂井高等学校 福井県坂井市坂井町宮領57-5

福井県立敦賀工業高等学校 福井県敦賀市山泉13-1

福井県立科学技術高等学校 福井県福井市下江守町28

福井県立奥越明成高等学校 福井県大野市友江9-10

福井県立若狭東高等学校 福井県小浜市金屋48-2

山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県韮崎市竜岡町若尾新田50-1

山梨県立甲府工業高等学校 山梨県甲府市塩部2-7-1

山梨県立富士北稜高等学校 山梨県富士吉田市新西原1-23-1

長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校 長野県飯田市鼎名古熊2535-2
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電気主任技術者認定校一覧（第３種） 令和４年３月３１日現在

施設名称 所在地

長野県池田工業高等学校 長野県北安曇郡池田町大字池田2524

長野県上田千曲高等学校 長野県上田市中之条626

長野県岡谷工業高等学校 長野県岡谷市神明町2-10-3

長野県駒ヶ根工業高等学校 長野県駒ヶ根市赤穂14-2

長野県佐久平総合技術高等学校 長野県佐久市岩村田991

長野県長野工業高等学校 長野県長野市差出南3-9-1

長野県松本工業高等学校 長野県松本市筑摩4-11-1

岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県大垣市南若森町301-1

岐阜県立可児工業高等学校 岐阜県可児市中恵土358-1

岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県羽島郡笠松町常磐町1700

岐阜県立岐南工業高等学校 岐阜県岐阜市本荘3456-19

岐阜県立高山工業高等学校 岐阜県高山市千島町291

岐阜県立多治見工業高等学校 岐阜県多治見市陶元町207

岐阜県立中津川工業高等学校 岐阜県中津川市千旦林1521-2

静岡県立科学技術高等学校 静岡県静岡市葵区長沼500-1

静岡県立島田工業高等学校 静岡県島田市阿知ヶ谷201

静岡県立掛川工業高等学校 静岡県掛川市葵町15-1

静岡県立沼津工業高等学校 静岡県沼津市下香貫八重129-1

静岡県立浜松工業高等学校 静岡県浜松市北区初生町1150

静岡県立浜松城北工業高等学校 静岡県浜松市中区住吉5-16-1

愛知県立一宮工科高等学校 愛知県一宮市千秋町佐野字辻田2112

愛知県立岡崎工科高等学校 愛知県岡崎市羽根町字陣場47

愛知県立刈谷工科高等学校 愛知県刈谷市矢場町2-210

愛知県立小牧工科高等学校 愛知県小牧市大字久保一色3751

愛知県立豊橋工科高等学校 愛知県豊橋市草間町官有地

愛知県立豊川工科高等学校 愛知県豊川市新道町1-3

愛知県立半田工科高等学校 愛知県半田市柊町3-1

愛知県立春日井工科高等学校 愛知県春日井市五反田1180-1

愛知県立名古屋工科高等学校 愛知県名古屋市南区阿原町1

愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県名古屋市千種区星が丘山手１０７

名古屋市立工業高等学校 愛知県名古屋市中川区北江3-13

愛知産業大学工業高等学校 愛知県名古屋市中区伊佐山1-2-29

愛知産業大学三河高等学校 愛知県岡崎市岡町字原山12-10

中部大学第一高等学校 愛知県日進市三林町細廻間425

名古屋工業高等学校 愛知県名古屋市昭和区円上町22-38

三重県立伊勢工業高等学校 三重県伊勢市神久2-7-18

三重県立伊賀白鳳高等学校 三重県伊賀市緑ヶ丘西町2270-1

三重県立津工業高等学校 三重県津市半田534

三重県立四日市工業高等学校 三重県四日市市日永東3-4-63

三重県立桑名工業高等学校 三重県桑名市芳ヶ先1330-1

三重県立四日市中央工業高等学校 三重県四日市市菅原町678

三重県立松阪工業高等学校 三重県松阪市殿町1417

滋賀県立彦根工業高等学校 滋賀県彦根市南川瀬町1310

滋賀県立瀬田工業高等学校 滋賀県大津市神領3-18-1

滋賀県立長浜北星高等学校 滋賀県長浜市地福寺町3-72

滋賀県立八幡工業高等学校 滋賀県近江八幡市西庄町5
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京都府立工業高等学校 京都府福知山市字石原小字上野45

京都府立田辺高等学校 京都府京田辺市川原神谷24

京都市立京都工学院高等学校 京都府伏見区深草西出山町23

大阪府立今宮工科高等学校 大阪府大阪市西成区出城1-1-6

大阪府立藤井寺工科高等学校 大阪府藤井寺市御舟町10-1

大阪府立堺工科高等学校 大阪府堺市堺区大仙中町12-1

大阪府立佐野工科高等学校 大阪府泉佐野市高松東1-3-50

大阪府立城東工科高等学校 大阪府東大阪市西鴻池町2-5-33

大阪府立西野田工科高等学校 大阪府大阪市福島区大開2-17-62

大阪府立東住吉総合高等学校 大阪府大阪市平野区喜連西2-11-66

大阪府立布施工科高等学校 大阪府東大阪市宝持3-7-5

大阪府立淀川工科高等学校 大阪府大阪市旭区太子橋3-1-32

大阪府立茨木工科高等学校 大阪府茨木市春日丘5-6-41

大阪市立泉尾工業高等学校 大阪府大阪市大正区泉尾5-16-7

大阪市立生野工業高等学校 大阪府大阪市生野区生野東2-3-66

大阪市立東淀工業高等学校 大阪府大阪市淀川区加島1-52-81

大阪市立都島工業高等学校 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-64

大阪市立都島第二工業高等学校 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-64

星翔高等学校 大阪府摂津市三島3-5-36

日本理工情報専門学校 大阪府大阪市東淀川区大隅1-1-25

兵庫県立尼崎工業高等学校 兵庫県尼崎市長洲中通1-13-1

兵庫県立小野工業高等学校 兵庫県小野市片山町1034-1

兵庫県立篠山産業高等学校 兵庫県篠山市郡家403-1

兵庫県立飾磨工業高等学校 兵庫県姫路市飾磨区細江319

兵庫県立洲本実業高等学校 兵庫県洲本市宇山2-8-65

兵庫県立龍野北高等学校 兵庫県たつの市新宮町芝田125-2

兵庫県立豊岡総合高等学校 兵庫県豊岡市加広町6-68

兵庫県立東播工業高等学校 兵庫県加古川市東神吉町神吉1748-1

兵庫県立西脇工業高等学校 兵庫県西脇市野村町1790

兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県姫路市伊伝居600-1

兵庫県立兵庫工業高等学校 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通2-1-63

兵庫県立武庫荘総合高等学校 兵庫県尼崎市武庫之荘8-31-1

兵庫県立神戸工業高等学校 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通2-1-63

兵庫県立神崎工業高等学校 兵庫県尼崎市長洲中通1-13-1

兵庫県立相生産業高等学校 兵庫県相生市千尋町10-50

尼崎市立尼崎双星高等学校 兵庫県尼崎市口田中2-8-1

神戸村野工業高等学校 兵庫県神戸市長田区五番町8-5

神戸市立神戸工科高等学校 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70

神戸市立科学技術高等学校 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70

奈良県立御所実業高等学校 奈良県御所市玉手300

奈良県立王寺工業高等学校 奈良県北葛城郡王寺町本町3-6-1

和歌山県立紀央館高等学校 和歌山県御坊市湯川町小松原43-1

和歌山県立和歌山工業高等学校 和歌山県和歌山市西浜3-6-1

和歌山県立田辺工業高等学校 和歌山県田辺市あけぼの51-1

和歌山県立紀北工業高等学校 和歌山県橋本市神野々809

鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県鳥取市生山111
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鳥取県立米子工業高等学校 鳥取県米子市博労町4-220

鳥取県立倉吉総合産業高等学校 鳥取県倉吉市小田204-5

島根県立出雲工業高等学校 島根県出雲市上塩冶町420

島根県立江津工業高等学校 島根県江津市江津町1477

島根県立益田翔陽高等学校 島根県益田市高津三丁目21-1

島根県立松江工業高等学校 島根県松江市古志原町4-1-10

岡山県立岡山工業高等学校 岡山県岡山市北区伊福町4-3-92

岡山県立笠岡工業高等学校 岡山県笠岡市横島808

岡山県立津山工業高等学校 岡山県津山市山北411-1

岡山県立倉敷工業高等学校 岡山県倉敷市老松町4-9-1

岡山県立水島工業高等学校 岡山県倉敷市西阿知町1230

岡山県立東岡山工業高等学校 岡山県岡山市中区土田290-1

岡山県立高梁城南高等学校 岡山県高梁市原田北町1216-1

岡山県倉敷市立工業高等学校 岡山県倉敷市田ノ上716-1

関西高等学校 岡山県岡山市北区西崎本町16-1

広島県立呉工業高等学校 広島県呉市阿賀北2-10-1

広島県立広島工業高等学校 広島県広島市南区出汐2-4-75

広島県立福山工業高等学校 広島県福山市野上町3-9-2

広島県立宮島工業高等学校 広島県廿日市市物見西2-6-1

広島県立三次青陵高等学校 広島県三次市大田幸町656

広島市立広島工業高等学校 広島県広島市南区東本浦町1-18

山口県立岩国工業高等学校 山口県岩国市錦見2-4-85

山口県立宇部工業高等学校 山口県宇部市北琴芝1-1-1

山口県立下関工科高等学校 山口県下関市富任町4-1-1

山口県立萩商工高等学校 山口県萩市大字平安古町544

山口県立南陽工業高等学校 山口県周南市温田1-1-1

山口県立美祢青嶺高等学校 山口県美祢市大嶺町東分299-1

徳島県立阿南光高等学校（宝田町在） 徳島県阿南市宝田町今市中新開10-6

徳島県立阿南光高等学校（新野町在） 徳島県阿南市新野町室ノ久保12番地

徳島県立つるぎ高等学校 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字馬出63-2

徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島県徳島市北矢三町2-1-1

香川県立観音寺総合高等学校 香川県観音寺市天神町1-1-15

香川県立坂出工業高等学校 香川県坂出市御供所町１丁目１－２

香川県立多度津高等学校 香川県仲多度郡多度津町栄町1-1-82

香川県立高松工芸高等学校 香川県高松市番町2-9-30

愛媛県立今治工業高等学校 愛媛県今治市河南町1-1-36

愛媛県立新居浜工業高等学校 愛媛県新居浜市北新町8-1

愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県松山市真砂町1

愛媛県立吉田高等学校 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲10

愛媛県立八幡浜工業高等学校 愛媛県八幡浜市古町2-3-1

愛媛県立東予高等学校 愛媛県西条市周布650

新田高等学校 愛媛県松山市西町663

高知県立高知工業高等学校 高知県高知市桟橋通2-11-6

高知県立須崎総合高等学校 高知県須崎市多ノ郷甲4167-3

高知県立安芸桜ヶ丘高等学校 高知県安芸市桜ヶ丘町784

高知県立宿毛工業高等学校 高知県宿毛市平田町戸内2272-2
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電気主任技術者認定校一覧（第３種） 令和４年３月３１日現在
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福岡県立浮羽工業高等学校 福岡県久留米市田主丸町田主丸395-2

福岡県立小倉工業高等学校 福岡県北九州市小倉北区白萩町6-1

福岡県立田川科学技術高等学校 福岡県田川市大字糒1900

福岡県立戸畑工業高等学校 福岡県北九州市戸畑区丸町3-10-1

福岡県立福岡工業高等学校 福岡市早良区荒江2-19-1

福岡県立三池工業高等学校 福岡県大牟田市上官町4-77

福岡県立嘉穂総合高等学校 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師1117-1

福岡県立苅田工業高等学校 福岡県京都郡苅田町集2569

福岡県立八幡工業高等学校 福岡県北九州市八幡西区別所町1-1

福岡県立八女工業高等学校 福岡県筑後市大字羽犬塚301-4

福岡県立香椎工業高等学校 福岡県福岡市東区香椎駅東2-23-1

筑紫台高等学校 福岡県太宰府市連歌屋1-1-1

大牟田高等学校 福岡県大牟田市大字草木852

福岡工業大学付属城東高等学校 福岡県福岡市東区和白東3-30-1

佐賀県立有田工業高等学校 佐賀県西松浦郡有田町桑古場乙2902

佐賀県立唐津工業高等学校 佐賀県唐津市石志中ノ尾3072

佐賀県立佐賀工業高等学校 佐賀県佐賀市緑小路1-1

佐賀県立嬉野高等学校　塩田校舎 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1418

佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県鳥栖市元町1918

長崎県立佐世保工業高等学校 長崎県佐世保市瀬戸越3-3-30

長崎県立長崎工業高等学校 長崎県長崎市岩屋町41-22

長崎県立大村工業高等学校 長崎県大村市森園町1079-3

長崎県立鹿町工業高等学校 長崎県佐世保市鹿町町土肥浦110

長崎県立上五島高等学校 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷306

長崎県立島原工業高等学校 長崎県島原市本光寺町4353

熊本県立天草工業高等学校 熊本県天草市亀場町亀川38-36

熊本県立球磨工業高等学校 熊本県人吉市城本町800

熊本県立熊本工業高等学校 熊本県熊本市上京塚町5-1

熊本県立玉名工業高等学校 熊本県玉名市岱明町下前原368

熊本県立水俣高等学校 熊本県水俣市洗切町11-1

熊本県立八代工業高等学校 熊本県八代市大福寺町473

開新高等学校 熊本県熊本市大江6-1-33

文徳高等学校 熊本県熊本市池田町4-22-2

大分県立大分工業高等学校 大分県大分市芳河原台12-1

大分県立鶴崎工業高等学校 大分県大分市葛木509

大分県立津久見高等学校 大分県津久見市大字津久見3485-1

大分県立中津東高等学校 大分県中津市上如水145-3

大分県立日田林工高等学校 大分県日田市吹上町30

宮崎県立日南振徳高校 宮崎県日南市大字板敷410

宮崎県立延岡工業高等学校 宮崎県延岡市緑ヶ丘1-8-1

宮崎県立都城工業高等学校 宮崎県都城市五十町2400

宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県宮崎市天満町9-1

宮崎県立日向工業高等学校 宮崎県日向市大字平岩8750

宮崎県立小林秀峰高等学校 宮崎県小林市大字水流迫664-2

鹿児島県立奄美高等学校 鹿児島県奄美市名瀬古田町一番地一

鹿児島県立出水工業高等学校 鹿児島県出水市五万石町358
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鹿児島県立頴娃高等学校 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2000

鹿児島県立鹿児島工業高等学校 鹿児島県鹿児島市草牟田町2-57-1

鹿児島県立鹿屋工業高等学校 鹿児島県鹿屋市川西町4490

鹿児島県立加治木工業高等学校 鹿児島県姶良市加治木町新富町131

鹿児島県立川内商工高等学校 鹿児島県薩摩川内市平佐町1835

鹿児島県立吹上高等学校 鹿児島県日置市吹上町今田1003

鹿児島県立種子島高等学校 鹿児島県西之表市西之表9607-1

鹿児島実業高等学校 鹿児島県鹿児島市五ヶ府町3591番3

沖縄県立八重山商工高等学校 沖縄県石垣市真栄里180

沖縄県立美里工業高等学校 沖縄県沖縄市泡瀬5-42-2

沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根968-4

沖縄県立南部工業高等学校 沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛1338

沖縄県立名護商工高等学校 沖縄県名護市大北4丁目1番23号
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