
令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考
北海道総合通信局 北海道工業大学 工学部応用電子工学科 電気通信システム 平成３年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除

平成１７年３月３１日廃止

北海道総合通信局 北海道工業大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１３年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除
平成２５年３月３１日廃止

北海道総合通信局 北海道工業大学 工学部情報ネットワーク工
学科

電気通信システム 平成１３年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除
平成２５年３月３１日廃止

北海道総合通信局 北海道科学大学 創生工学部電気デジタルシ
ステム工学科

電気通信システム 平成２０年４月以降 平成２６年３月３１日までは北海道工業大学
平成２９年９月３０日廃止

北海道総合通信局 北海道大学 工学部情報エレクトロニクス
学科　電気電子工学コース

電気通信システム 平成２年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除
平成１７年３月３１日までは工学部電子工学科
平成２６年３月３１日までは工学部情報エレクトロニクス
学科　電子情報コース

北海道総合通信局 室蘭工業大学 理工学部創造工学科電気
電子工学コース

電気通信システム 平成１０年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除
平成２１年３月３１日までは工学部電気電子工学科（昼
間コース）
平成３１年３月３１日までは工学部情報電子工学系学科
（昼間コース）電気電子工学コース、情報通信システム
工学コース

北海道総合通信局 室蘭工業大学 理工学部創造工学科（夜間
主コース）電気系コース

電気通信システム 平成１０年４月以降 適用年月欄に記載の年月以降の入学者が科目免除
平成２１年３月３１日までは工学部電気電子工学科（夜
間主コース）
平成３１年３月３１日までは工学部情報電子工学系学科
（夜間主コース）

東北総合通信局 東北大学 工学部電気情報物理工学
科

電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部通信工学科
平成１９年３月３１日までは工学部電気情報・物理工学
科
平成２７年３月３１日までは工学部情報知能システム総
合学科

東北総合通信局 東北大学 工学部電子工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１６年４月１日から工学部電気工学科、通信工学
科、電子工学科、及び情報工学科を工学部電気情報・
物理工学科に統合
平成１６年３月３１日廃止

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

東北総合通信局 東北大学 工学部情報工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１６年４月１日から工学部電気工学科、通信工学
科、電子工学科、及び情報工学科を工学部電気情報・
物理工学科に統合
平成１６年３月３１日廃止

東北総合通信局 東北大学 工学部電気工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１６年４月１日から工学部電気工学科、通信工学
科、電子工学科、及び情報工学科を工学部電気情報・
物理工学科に統合
平成１６年３月３１日廃止

東北総合通信局 岩手大学 理工学部システム創成工学
科電気電子通信コース

電気通信システム 平成８年３月以降 平成２１年３月３１日までは工学部電気電子工学科
平成２８年３月３１日までは工学部電気電子・情報システ
ム工学科（電気電子工学コース）

東北総合通信局 岩手大学 工学部情報工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成４年３月３１日廃止

東北総合通信局 岩手大学 工学部電子工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成４年３月３１日廃止

東北総合通信局 岩手大学 工学部電気工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成４年３月３１日廃止

東北総合通信局 いわき明星大学 科学技術学部電子情報学
科

電気通信システム 平成１２年３月以降 平成１３年３月３１日までは理工学部電子工学科
平成１７年３月３１日までは理工学部電子情報学科
平成２５年３月３１日廃止

東北総合通信局 日本大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１０年３月３１日までは工学部電気工学科

東北総合通信局 日本大学 工学部情報工学科 電気通信システム 平成９年３月以降 平成１７年４月１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

東北総合通信局 秋田県立大学 システム科学技術学部電子
情報システム学科

電気通信システム 平成１８年３月以降

東北総合通信局 秋田県立大学 システム科学技術学部知能
メカトロニクス学科

電気通信システム 平成３０年４月以降

東北総合通信局 秋田大学 理工学部数理・電気電子情
報学科（電気電子工学コー
ス）

電気通信システム 平成７年３月以降 平成１０年３月３１日までは鉱山学部電気電子工学科
平成２６年３月３１日までは秋田大学工学資源学部電気
電子工学科
平成２８年３月３１日までは国立大学法人秋田大学

東北総合通信局 東北工業大学 工学部情報通信工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部通信工学科

東北総合通信局 東北工業大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１９年３月３１日までは工学部電子工学科
平成２９年３月３１日までは工学部知能エレクトロニクス
学科

東北総合通信局 八戸工業大学 工学部工学科電気電子通
信工学コース

電気通信システム 平成２年３月以降 平成１１年３月３１日までは工学部電気工学科
平成１５年３月３１日までは工学部電気電子工学科
平成２２年３月３１日までは工学部電子知能システム学
科
平成３０年３月３１日までは工学部電気電子システム学
科
令和４年３月３１日までは工学部電気電子工学科

東北総合通信局 東北学院大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２９年４月以降

関東総合通信局 宇都宮大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成元年３月以降

関東総合通信局 宇都宮大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成４年３月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 宇都宮大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成２年３月以降

関東総合通信局 関東学院大学 工学部第一部電気工学科 電気通信システム 平成４年３月以降 平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 関東学院大学 工学部第一部電気・電子工
学科

電気通信システム 平成８年３月以降 平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 関東学院大学 工学部電気・電子工学科
昼間主コース

電気通信システム 平成１６年３月以降 平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 関東学院大学 工学部電気電子情報工学
科

電気通信システム 平成１８年４月以降 平成２５年４月１日から、改組による学部・学科名称変更
変更前：工学部電気電子情報工学科
変更後：理工学部理工学科（電気学系）
平成２５年３月３１日までは工学部電気電子情報工学科
平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院理工
学部理工学科（電気学系）

関東総合通信局 関東学院大学 工学部電気・電子工学科
夜間主コース

電気通信システム 平成１６年３月以降 平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 関東学院大学 工学部電気電子情報工学
科　昼間主コース

電気通信システム 平成２０年３月以降 適用年月は、平成２０年３月以降卒業者が対象
平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 関東学院大学 工学部電気電子情報工学
科　夜間主コース

電気通信システム 平成２０年３月以降 適用年月は、平成２０年３月以降卒業者が対象
平成２５年３月３１日までは関東学院大学
平成２１年１２月１８日までは学校法人　関東学院

関東総合通信局 早稲田大学 理工学部電子通信学科 電気通信システム 平成６年３月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 防衛大学校 理工学専攻電気工学科 電気通信システム 平成５年３月以降

関東総合通信局 防衛大学校 理工学専攻電子工学科 電気通信システム 平成５年３月以降

関東総合通信局 防衛大学校 理工学専攻通信工学科 電気通信システム 平成５年３月以降

関東総合通信局 防衛大学校 電気情報学群電気電子工
学科

電気通信システム 平成１６年３月以降

関東総合通信局 千葉工業大学 工学部電子工学科　第二部 電気通信システム 平成６年３月以降

関東総合通信局 千葉工業大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成１５年３月以降

関東総合通信局 千葉工業大学 工学部情報通信システム工
学科

電気通信システム 平成１９年３月以降 適用年月は、平成１９年３月以降卒業者が対象
平成２８年３月３１日までは工学部電気電子情報工学科

関東総合通信局 千葉工業大学 工学部電子工学科　第一部 電気通信システム 平成２年３月以降

関東総合通信局 東京大学 工学部電子工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成２２年４月１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 東京大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成２２年３月３１日までは工学部電気工学科

関東総合通信局 東京大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成２２年４月以降 適用年月は、平成２２年４月の３年生進学者から適用

関東総合通信局 東京電機大学 工学部第二部電気通信工
学科

電気通信システム 昭和６１年３月以降

関東総合通信局 東京電機大学 工学部電気通信工学科　第
一部

電気通信システム 昭和６１年３月以降

関東総合通信局 東京電機大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１９年３月３１日までは工学部第一部電子工学科

関東総合通信局 東京電機大学 工学部第二部電気電子工
学科

電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成２０年３月３１日までは工学部第二部電子工学科
平成３０年４月１日廃止

関東総合通信局 東京電機大学 工学部情報通信工学科 電気通信システム 平成６年４月以降 平成１９年３月３１日までは工学部第一部情報通信工学
科

関東総合通信局 東京電機大学 工学部第二部情報通信工
学科

電気通信システム 平成９年３月以降

関東総合通信局 東京電機大学 工学部電子システム工学科 電気通信システム 平成２９年４月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 成蹊大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成７年３月以降

関東総合通信局 成蹊大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成２年３月以降

関東総合通信局 帝京科学大学 理工学部電子・情報科学科 電気通信システム 平成１１年３月以降

関東総合通信局 帝京科学大学 理工学部メディアサイエンス
学科

電気通信システム 平成１３年３月以降

関東総合通信局 帝京平成大学 情報学部情報工学科 電気通信システム 平成１１年３月以降

関東総合通信局 東海大学 工学部通信工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成２０年５月３１日廃止

関東総合通信局 東海大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２２年４月以降

関東総合通信局 東海大学 第二工学部電気工学科電
気工学専攻

電気通信システム 平成１７年３月以降 適用年月は、平成１７年３月以降卒業者が対象
平成２０年３月３１日廃止

関東総合通信局 東海大学 第二工学部情報システム学
科

電気通信システム 平成１８年３月以降 適用年月は、平成１８年３月以降卒業者が対象
平成２２年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 東海大学 第二工学部電気工学科通
信工学専攻

電気通信システム 平成１１年３月以降 平成１９年９月３０日廃止

関東総合通信局 東海大学 情報理工学部情報通信電
子工学科

電気通信システム 平成１８年４月以降 平成２６年５月２９日までは東海大学
平成２６年９月３０日までは学校法人　東海大学
平成２５年５月３１日廃止

関東総合通信局 東海大学 電子情報学部コミュニケー
ション工学科

電気通信システム 平成１７年３月以降 適用年月は、平成１７年３月以降卒業者が対象
平成２６年３月３１日廃止

関東総合通信局 山梨大学 工学部電気電子システム工
学科

電気通信システム 平成１４年３月以降 平成１８年３月３１日廃止

関東総合通信局 中央大学 理工学部電気・電子工学科
一部

電気通信システム 平成１０年３月以降 平成１９年３月３１日廃止

関東総合通信局 山梨大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成４年３月３１日廃止

関東総合通信局 中央大学 理工学部電気・電子工学科
二部

電気通信システム 平成１０年３月以降 平成１９年３月３１日廃止

関東総合通信局 山梨大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成４年３月３１日廃止

関東総合通信局 中央大学 理工学部電気電子情報通
信工学科

電気通信システム 平成１６年３月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 山梨大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成５年３月以降 平成１３年３月３１日廃止

関東総合通信局 中央大学 理工学部電気工学科　二部 電気通信システム 平成２年３月以降 平成８年３月３１日廃止

関東総合通信局 中央大学 理工学部電気工学科　一部 電気通信システム 平成２年３月以降 平成８年３月３１日廃止

関東総合通信局 東京都市大学 知識工学部情報ネットワー
ク工学科

電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１９年４月１日より知識工学部情報ネットワーク工学
科に変更。
平成２１年４月１日より東京都市大学に変更
平成１９年３月３１日までは武蔵工業大学工学部電子通
信工学科
平成２６年３月３１日廃止

関東総合通信局 東京理科大学 理工学部電気電子情報工
学科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１４年３月３１日までは理工学部電気工学科

関東総合通信局 東京理科大学 工学部第二部電気工学科 電気通信システム 平成１７年３月以降 適用年月は、平成１７年３月以降卒業者が対象

関東総合通信局 東京理科大学 工学部電気工学科　第一部 電気通信システム 平成２年３月以降

関東総合通信局 玉川大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成７年３月以降 平成２０年３月３１日廃止

関東総合通信局 玉川大学 工学部知能情報システム学
科

電気通信システム 平成１６年４月以降 適用年月は、平成１６年４月以降入学者が対象
平成２６年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 玉川大学 工学部情報通信工学科 電気通信システム 平成７年３月以降 平成２１年３月３１日廃止

関東総合通信局 玉川大学 工学部機械情報システム学
科

電気通信システム 平成２０年４月以降 平成３１年３月３１日廃止

関東総合通信局 明星大学 理工学部電気電子システム
工学科

電気通信システム 平成１７年４月以降 平成２８年３月３１日廃止

関東総合通信局 明星大学 理工学部電気工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成２７年３月２８日廃止

関東総合通信局 明星大学 理工学部総合理工学科　電
気電子工学系

電気通信システム 平成２２年４月以降

関東総合通信局 工学院大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１８年４月以降 平成２７年３月３１日までは工学部　第１部電気システム
工学科
平成２９年３月３１日までは工学部電気システム工学科

関東総合通信局 工学院大学 情報学部情報通信工学科 電気通信システム 平成１８年４月以降 平成２７年３月３１日までは工学部　第１部情報通信工
学科
平成２８年３月３１日までは工学部　情報通信工学科
平成２７年３月３１日までは工学部　第１部情報通信工
学科
平成２８年３月３１日までは工学部情報通信工学科

関東総合通信局 工学院大学 工学部電子工学科　情報工
学コース　第１部

電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成１８年３月３１日廃止

関東総合通信局 工学院大学 工学部電子工学科　電子工
学コース　第１部

電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成１８年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 工学院大学 工学部電気工学科　第１部 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成２５年３月３１日廃止

関東総合通信局 工学院大学 工学部電子工学科　第１部 電気通信システム 平成１５年３月以降 平成２７年３月３１日廃止

関東総合通信局 工学院大学 工学部情報工学科　第１部 電気通信システム 平成１５年３月以降 平成２５年３月３１日廃止

関東総合通信局 日本大学 理工学部電気工学科 電気通信システム 平成元年３月以降

関東総合通信局 日本大学 理工学部電子工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成１３年３月３１日までは理工学部電子工学科
平成２５年３月３１日までは理工学部電子情報工学科

関東総合通信局 日本大学 生産工学部電気電子工学
科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１３年３月３１日までは生産工学部電気工学科

関東総合通信局 東京工芸大学 工学部システム電子情報学
科

電気通信システム 平成２０年３月以降 適用年月は、平成２０年３月以降卒業者が対象

関東総合通信局 東京工芸大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１２年３月３１日までは工学部電子工学科

関東総合通信局 埼玉大学 工学部電気電子システム工
学科

電気通信システム 平成１４年４月以降 適用年月は、平成１４年４月以降入学者が対象



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 埼玉大学 工学部電気電子物理工学
科

電気通信システム 平成３０年４月以降 適用年月は、平成３０年４月以降入学者が対象

関東総合通信局 東京工業大学 工学部電気・電子工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成１８年３月３１日廃止

関東総合通信局 東京工業大学 工学院電気電子系 電気通信システム 平成１４年４月以降 適用年月は、平成１４年４月以降入学者が対象
平成２８年３月３１日までは工学部電気電子工学科

関東総合通信局 東京工業大学 工学部電子物理工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降

関東総合通信局 東京工業大学 工学部情報工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降

関東総合通信局 神奈川大学 工学部電子情報フロンティ
ア学科

電気通信システム 平成１８年４月以降 平成３１年３月３１日廃止

関東総合通信局 神奈川大学 第二工学部電気電子情報
工学科

電気通信システム 平成１７年３月以降 適用年月は、平成１７年３月以降卒業者が対象
平成２４年３月３１日廃止

関東総合通信局 神奈川大学 工学部電気電子情報工学
科

電気通信システム 平成１７年３月以降 適用年月は、平成１７年３月以降卒業者が対象

関東総合通信局 帝京大学 理工学部電気・電子システ
ム工学科

電気通信システム 平成１１年３月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 帝京大学 理工学部情報科学科 電気通信システム 平成７年３月以降

関東総合通信局 湘南工科大学 工学部電気電子メディア工
学科

電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成２年４月３０日までは相模工業大学
平成１３年３月３１日までは工学部電気工学科
平成１７年３月３０日廃止

関東総合通信局 湘南工科大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１８年４月以降

関東総合通信局 東洋大学 理工学部電気電子情報工
学科

電気通信システム 平成７年３月以降 平成１７年３月３１日までは工学部電気電子工学科
平成２１年３月３１日までは工学部電子情報工学科

関東総合通信局 東洋大学 工学部情報工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成２５年３月３１日廃止

関東総合通信局 東洋大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成３年３月３１日廃止

関東総合通信局 足利工業大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１０年３月３１日廃止

関東総合通信局 足利工業大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１１年３月以降

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学部情報・通信工
学科（情報通信システム
コース）

電気通信システム 平成１５年３月以降 平成２２年３月３１日までは電気通信学部情報通信工学
科（昼間コース）



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学部先進理工学
科　電子工学コース

電気通信システム 平成１５年３月以降 平成２２年３月３１日までは電気通信学部電子工学科
（昼間コース）

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学部情報・通信工
学科電子情報システムコー
ス

電気通信システム 平成２２年４月以降

関東総合通信局 電気通信大学 電気通信学部情報通信工
学科（夜間主コース）

電気通信システム 平成１５年３月以降

関東総合通信局 電気通信大学 電気通信学部電子工学科
（夜間主コース）

電気通信システム 平成１５年３月以降

関東総合通信局 千葉大学 工学部総合工学科　電気電
子工学コース

電気通信システム 平成２０年４月以降 平成２９年３月３１日までは工学部電気電子工学科

関東総合通信局 東京電機大学 工学部電気電子工学科　電
子光情報コース

電気通信システム 平成２４年４月以降

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学域　Ⅲ類電子工
学プログラム（電気通信主
任技術者養成コース）

電気通信システム 平成２８年４月以降

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学域　Ⅱ類電子情
報学プログラム（電気通信
主任技術者養成コース）

電気通信システム 平成２８年４月以降

関東総合通信局 電気通信大学 情報理工学域　Ⅱ類情報通
信工学プログラム（電気通
信主任技術者養成コース）

電気通信システム 平成２８年４月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

関東総合通信局 神奈川工科大学 工学部電気電子情報工学
科

電気通信システム 平成２５年４月以降

関東総合通信局 上智大学 理工学部情報理工学科 電気通信システム 平成２８年４月以降

関東総合通信局 日本工業大学 基幹工学部電気電子通信
工学科

電気通信システム 平成３０年４月以降

関東総合通信局 職業能力開発総合大学校 電子情報システム工学科 電気通信システム 平成２１年４月以降

関東総合通信局 職業能力開発総合大学校 総合課程電子情報専攻 電気通信システム 平成２４年４月以降

信越総合通信局 新潟大学 工学部情報工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成２８年３月３１日廃止

信越総合通信局 新潟大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成６年３月以降

信越総合通信局 信州大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成元年３月３１日までは工学部電子工学科
平成２７年３月３１日廃止

信越総合通信局 公立諏訪東京理科大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２４年４月以降 平成２６年３月３１日まではシステム工学部電子システ
ム工学科
平成３０年３月３１日までは諏訪東京理科大学
令和３年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

信越総合通信局 公立諏訪東京理科大学 工学部コンピュータメディア
工学科

電気通信システム 平成２６年４月以降 平成３０年３月３１日までは諏訪東京理科大学
令和３年３月３１日廃止

北陸総合通信局 富山大学 工学部工学科電気電子工
学コース

電気通信システム 平成元年４月以降 平成９年３月３１日までは工学部電子情報工学科
平成３０年３月３１日までは工学部電気電子システム工
学科

北陸総合通信局 金沢大学 工学部電気・情報工学科 電気通信システム 昭和５９年４月以降 平成１９年３月３１日廃止

北陸総合通信局 金沢大学 理工学域電子情報通信学
類電気電子コース

電気通信システム 平成１２年４月以降 平成２０年３月３１日までは工学部電気電子システム工
学科
平成３０年３月３１日までは理工学域電子情報学類電気
電子コース

北陸総合通信局 金沢大学 理工学域電子情報通信学
類情報通信コース

電気通信システム 平成１２年４月以降 平成２０年３月３１日までは工学部情報システム工学科
平成３０年３月３１日までは理工学域電子情報学類情報
システムコース

北陸総合通信局 金沢大学 理工学域　電子情報学類生
命情報コース

電気通信システム 平成２０年４月以降 令和４年9月30日廃止

北陸総合通信局 福井大学 工学部電気電子情報工学
科

電気通信システム 平成３年４月以降 平成１１年３月３１日までは工学部電子工学科
平成２８年３月３１日までは工学部電気・電子工学科

北陸総合通信局 富山県立大学 工学部電子・情報工学科 電気通信システム 平成２年４月以降 平成１８年３月３１日までは工学部電子情報工学科
平成２９年３月３１日までは工学部情報システム工学科

北陸総合通信局 金沢工業大学 工学部電気工学科 電気通信システム 昭和５８年４月以降 平成１６年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

北陸総合通信局 金沢工業大学 工学部情報工学科 電気通信システム 昭和５８年４月以降 昭和６２年３月３１日までは工学部情報処理工学科
平成２０年３月３１日までは工学部情報工学科
平成２４年３月３１日までは情報学部情報工学科

北陸総合通信局 金沢工業大学 工学部電子工学科 電気通信システム 昭和５８年４月以降 平成１６年３月３１日廃止

北陸総合通信局 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１６年４月以降

北陸総合通信局 金沢工業大学 工学部電子情報通信工学
科

電気通信システム 平成１６年４月以降 平成２４年３月３１日までは工学部情報通信工学科

北陸総合通信局 福井工業大学 工学部宇宙情報科学科 電気通信システム 平成１３年４月以降 平成２１年３月３１日までは工学部宇宙通信工学科
平成２２年３月３１日廃止

北陸総合通信局 福井工業大学 工学部電気電子情報工学
科

電気通信システム 平成２年４月以降 平成２７年４月１日廃止
平成１３年３月３１日までは工学部電気工学科　電子工
学専攻
平成２１年３月３１日までは工学部電気電子工学科
平成２７年４月１日廃止

北陸総合通信局 富山県立大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 令和２年４月以降

東海総合通信局 愛知工業大学 工学部情報通信工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１９年３月３１日廃止

東海総合通信局 愛知工業大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成１４年３月以降 平成１９年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

東海総合通信局 愛知工業大学 工学部電気学科 電気通信システム 平成１６年４月以降

東海総合通信局 静岡理工科大学 理工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２０年４月以降 令和４年３月３１日認定取消し

東海総合通信局 大同工業大学 工学部応用電子工学科 電気通信システム 平成７年３月以降 平成１６年３月３１日廃止

東海総合通信局 東海大学 開発工学部情報通信工学
科

電気通信システム 平成１１年３月以降 平成２５年３月３１日廃止

東海総合通信局 国立大学法人三重大学 工学部総合工学科電気電
子工学コース

電気通信システム 平成１２年３月以降 平成３１年３月３１日までは工学部電気電子工学科
平成２１年３月３１日までは三重大学
平成３１年３月３１日までは工学部電気電子工学科

東海総合通信局 国立大学法人名古屋工業大学 工学部電気・機械工学科 電気通信システム 平成９年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部第一部　電気情報工
学科
平成２８年４月３日までは工学部第一部　電気電子工学
科

平成１６年３月３１日までは工学部第一部　電気情報工
学科
平成２１年３月３１日までは名古屋工業大学
平成２８年４月３日までは工学部第一部　電気電子工学
科
令和４年３月３１日までは工学部第一部　電気・機械工

東海総合通信局 名城大学 理工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１６年３月以降

東海総合通信局 中京大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成２５年４月以降

東海総合通信局 中部大学 工学部電気電子システム工
学科

電気通信システム 平成３０年４月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

近畿総合通信局 神戸大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 神戸大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 神戸大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成８年３月以降

近畿総合通信局 京都大学 工学部電気工学第二学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１３年３月３１日廃止

近畿総合通信局 京都大学 工学部情報学科 電気通信システム 平成１１年３月以降 平成３１年度入学生以降認定取消し
平成３１年３月３１日認定取消し

近畿総合通信局 京都大学 工学部情報工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１４年３月３１日廃止

近畿総合通信局 京都大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１４年３月３１日廃止

近畿総合通信局 京都大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１２年３月３１日廃止

近畿総合通信局 京都大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１１年３月以降



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

近畿総合通信局 近畿大学 理工学部電子工学科 電気通信システム 平成１１年３月以降 平成１３年度入学生をもって廃止
平成１４年３月３１日廃止

近畿総合通信局 近畿大学 生物理工学部電子システム
情報工学科

電気通信システム 平成１３年３月以降 平成２１年度入学生をもって廃止
平成２３年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪電気通信大学 情報通信工学部通信工学
科

電気通信システム 平成１４年３月以降 平成１７年３月３１日までは工学部第１部通信工学科

近畿総合通信局 立命館大学 理工学部光工学科 電気通信システム 平成１２年３月以降 平成２０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 立命館大学 理工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成１４年３月以降

近畿総合通信局 立命館大学 理工学部電子光情報工学
科

電気通信システム 平成１７年３月以降 平成２４年３月３１日廃止

近畿総合通信局 立命館大学 第一部理工学部情報工学
科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１２年３月３１日廃止

近畿総合通信局 立命館大学 理工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成４年３月３１日までは第一部理工学部電気工学科
平成９年３月３１日までは第一部理工学部電気電子工
学科
平成１３年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部電気電子システム工
学科

電気通信システム 平成１６年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部電気工学科



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部電子情報システム工
学科

電気通信システム 平成１６年３月以降 平成３１年３月３１日までは工学部電子情報通信工学科
平成１４年３月３１日までは工学部電子工学科
平成３１年３月３１日までは工学部電子情報通信工学科

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部第Ⅰ部電気電子シス
テム工学科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部第Ⅰ部電気工学科
平成２０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部第Ⅰ部電子情報通
信工学科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部第Ⅰ部電子工学科
平成２０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部第Ⅱ部電子情報通
信工学科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部第Ⅱ部電子工学科
平成２０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪工業大学 工学部第Ⅱ部電気電子シス
テム工学科

電気通信システム 平成元年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部第Ⅱ部電気工学科
平成２０年３月３１日廃止

近畿総合通信局 大阪大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成１２年３月以降 平成１８年３月３１日までは工学部電子情報エネルギー
工学科

近畿総合通信局 大阪産業大学 工学部電子情報通信工学
科

電気通信システム 平成１８年３月以降 平成１８年３月３１日までは工学部電気電子工学科

近畿総合通信局 関西大学 システム理工学部電気電子
情報工学科

電気通信システム 平成６年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部電気工学科
平成２０年３月３１日までは工学部先端情報電気工学科

近畿総合通信局 関西大学 工学部電子情報システム工
学科

電気通信システム 平成６年３月以降 平成１９年３月３１日廃止
平成１７年３月３１日までは工学部電子工学科
平成１９年３月３１日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

近畿総合通信局 滋賀県立大学 工学部電子システム工学科 電気通信システム 平成２０年４月以降

近畿総合通信局 大和大学 理工学部理工学科　電気電
子工学専攻

電気通信システム 令和２年４月以降

中国総合通信局 近畿大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成１３年３月以降 平成２９年３月３１日認定取消し

中国総合通信局 岡山大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１７年３月３１日廃止

中国総合通信局 広島国際学院大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成６年３月以降 平成１１年３月３１日までは広島電機大学
平成１４年３月３１日までは工学部電子工学科
平成１６年３月３１日までは工学部メディア情報通信学科
平成２３年３月３１日廃止

中国総合通信局 広島大学 工学部第二類（電気電子・シ
ステム情報系）

電気通信システム 昭和６２年３月以降 平成１３年３月３１日までは工学部第二類（電気系）
平成３０年３月３１日までは工学部第二類（電気・電子・
システム・情報系）

平成１３年３月３１日までは工学部第二類（電気系）
平成３０年３月３１日までは工学部第二類（電気・電子・
システム・情報系）
令和３年３月３１日認定取消し

中国総合通信局 島根大学 総合理工学部機械・電気電
子工学科

電気通信システム 平成１３年３月以降 平成２４年３月３１日までは総合理工学部電子制御シス
テム工学科
令和４年３月３１日認定取消し

中国総合通信局 岡山理科大学 工学部電気電子システム学
科

電気通信システム 平成１３年３月以降 平成１９年３月３１日までは工学部電子工学科

中国総合通信局 岡山理科大学 工学部情報工学科 電気通信システム 平成１３年３月以降 平成２３年３月３１日認定取消し



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

中国総合通信局 広島工業大学 工学部電子情報工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成１２年３月３１日までは工学部電子工学科
平成１９年３月３１日までは工学部電子・光システム工学
科

中国総合通信局 広島工業大学 工学部電気システム工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成１２年３月３１日までは工学部電気工学科
平成１８年３月３１日までは工学部電気・ディジタルシス
テム工学科
平成２２年３月３１日までは工学部電気・デジタルシステ
ム工学科

四国総合通信局 香川大学 創造工学部創造工学科　情
報通信コース

電気通信システム 平成１９年３月以降 適用年月欄に記載の年月以降の卒業者が科目免除の
対象
平成２４年３月３１日までは工学部信頼性情報システム
工学科
平成３０年３月３１日までは工学部電子・情報工学科

九州総合通信局 長崎大学 工学部電子工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成７年３月３１日廃止

九州総合通信局 長崎大学 工学部電気工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成７年３月３１日廃止

九州総合通信局 長崎大学 工学部電気電子工学科 電気通信システム 平成４年３月以降 平成１０年３月３１日までは工学部電気情報工学科
平成２２年４月１２日認定取消し

九州総合通信局 佐賀大学 理工学部電気工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成２１年３月３１日廃止

九州総合通信局 佐賀大学 理工学部理工学科 電気通信システム 平成３年３月以降 平成９年３月３１日までは理工学部電子工学科
平成３１年３月３１日までは理工学部電気電子工学科

九州総合通信局 福岡工業大学 工学部通信工学科 電気通信システム 平成元年３月以降 平成７年９月３０日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

九州総合通信局 福岡工業大学 情報工学部情報通信工学
科

電気通信システム 平成６年３月以降 平成９年３月３１日までは工学部情報工学科
平成２２年３月３１日までは福岡工業大学

九州総合通信局 崇城大学 情報学部情報学科 電気通信システム 平成２年３月以降 平成１３年３月３１日までは熊本工業大学工学部電子工
学科
平成１７年３月３１日までは工学部電子情報ネットワーク
工学科
平成２１年３月３１日までは情報学部電子情報ネットワー
ク学科

九州総合通信局 長崎総合科学大学 工学部工学科　電気電子工
学コース

電気通信システム 平成６年３月以降 平成１１年３月３１日までは工学部電気工学科
平成１９年３月３１日までは工学部電気電子情報工学科
平成２６年３月３１日までは工学部電気電子工学科

九州総合通信局 九州産業大学 理工学部電気工学科 電気通信システム 平成１０年３月以降 平成１２年３月３１日までは工学部電気工学科
平成１９年３月３１日までは工学部電気工学科　電子
コース
平成１９年３月３１日までは工学部電気工学科　電気
コース
平成１９年３月３１日までは工学部電気工学科　情報
コース
平成２９年３月３１日までは工学部電気情報工学科

九州総合通信局 九州工業大学 工学部情報工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成６年３月２５日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気工学科（情報工
学コース）

電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成３年３月３１日までは工学部電気工学科（計算機工
学コース）
平成２３年３月３１日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電子工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成６年３月２５日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気電子工学科　シ
ステムエレクトロニクスコー
ス

電気通信システム 平成４年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部電気工学科（電子工
学コース）
平成２０年３月３１日までは工学部電気工学科（電子通
信システム工学コース）
平成３０年３月３１日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気工学科 電気通信システム 昭和６３年３月以降 平成７年３月２４日廃止



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気電子工学科　電
子デバイスコース

電気通信システム 平成４年３月以降 平成１６年３月３１日までは工学部電気工学科（電気工
学コース）
平成２０年３月３１日までは工学部電気工学科（電気電
子工学コース）
平成３１年３月３１日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気電子工学科　電
気エネルギーコース

電気通信システム 平成２０年４月以降 平成２９年３月３１日廃止

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気電子工学科　電
気エネルギー工学コース

電気通信システム 平成２５年４月以降 平成３０年３月３１日までは工学部電気電子工学科　電
気工学コース

九州総合通信局 九州工業大学 工学部電気電子工学科　電
子システム工学コース

電気通信システム 平成２５年４月以降 平成３０年３月３１日までは工学部電気電子工学科　電
子工学コース

九州総合通信局 九州工業大学 情報工学部電子情報工学
科

電気通信システム 平成１０年３月以降 令和１０年３月３１日廃止

九州総合通信局 東海大学 産業工学部電子知能システ
ム工学科

電気通信システム 平成２年３月以降 平成１２年３月３１日までは工学部電子情報工学科
平成２０年３月３１日までは九州東海大学工学部電気電
子システム工学科
平成２９年３月３１日廃止

九州総合通信局 九州東海大学 工学部電気工学科　電子工
学課程

電気通信システム 平成元年３月以降 平成元年３月３１日廃止

九州総合通信局 鹿児島大学 工学部先進工学科　電気電
子工学プログラム

電気通信システム 平成１２年３月以降 令和２年３月３１日までは工学部電気電子工学科

九州総合通信局 国立大学法人九州大学 工学部電気情報工学科 電気通信システム 平成１２年３月以降 令和元年７月１２日認定取消し
平成２３年３月３１日までは九州大学
令和元年７月１２日認定取消し



令和5年4月1日現在

※「適用年月」・・・

担当地方局名 学校名 部科名 免除される試験科目 適用年月 備考

認定学校等一覧（電気通信主任技術者資格）

平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る
教育課程の単位を取得した者を科目免除の対象としました。このため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、平成17年2月以降のものは入学年月をそれぞ
れ示しています。
なお、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しています。

九州総合通信局 第一工業大学 工学部情報電子システム工
学科

電気通信システム 平成１２年３月以降 平成１９年３月３１日までは工学部電子工学科

九州総合通信局 日本文理大学 工学部機械電気工学科 電気通信システム 平成８年３月以降 平成１４年３月３１日までは工学部電気工学科
平成２０年３月３１日までは工学部電気・電子工学科

沖縄総合通信事務所 琉球大学 工学部工学科電気システム
工学コース及び電子情報通
信コース

電気通信システム 平成１０年３月以降 平成２９年３月３１日までは工学部電気電子工学科
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