
技能検定_過去の合格者数 
平成２９年度合格者数 
２級合格者数３名 
２・３級合格者数１７１名 

級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 1 

機械検査 機械検査 2 

３級 

機械加工 普通旋盤 14 

機械加工 マシニングセンタ 8 

機械検査 機械検査 44 

機械保全 機械系保全 15 

機械保全 電気系保全 19 

電子機器組立て 電子機器組立て 23 

電気機器組立て シーケンス制御 33 

テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーション CAD 12 

  
平成２８年度合格者数 
２級合格者数１７名 
２・３級合格者数１７０名 

級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 2 

機械検査 機械検査 2 

機械保全 機械系保全 2 

機械保全 電気系保全 9 



級 検定職種 選択作業 合格者数 

電気機器組立て シーケンス制御 2 

３級 

機械加工 普通旋盤 7 

機械加工 マシニングセンタ 5 

機械検査 機械検査 54 

機械保全 機械系保全 29 

機械保全 電気系保全 27 

電子機器組立て 電子機器組立て 10 

電気機器組立て シーケンス制御 10 

テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーション CAD 11 

  
平成２７年度合格者数 
２級合格者数１３名 
２・３級合格者数２０８名 

級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 2 

機械検査 機械検査 3 

機械保全 電気系保全 5 

電気機器組立て シーケンス制御 3 

３級 

機械加工 普通旋盤 7 

機械加工 マシニングセンタ 5 

機械検査 機械検査 66 

機械保全 機械系保全 18 

機械保全 電気系保全 30 



級 検定職種 選択作業 合格者数 

電子機器組立て 電子機器組立て 19 

電気機器組立て シーケンス制御 40 

テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーション CAD 10 

  
平成２６年度合格者数（県全体の中の割合） 
２級合格者数２２名 山形県の高校生合格者３６名（本校が６１．１％） 
２・３級合格者数１９７名 山形県の高校生合格者５８８名（本校が３３．５％） 
平成２７年３月２２日（日）発行の山形新聞に年間合格者の総括と後期２級の記事が掲載され
ました。 
平成２６年１０月８日（木）発行の山形新聞に２級合格者の記事が掲載されました。 

級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 2 

電子機器組立て 電子機器組立て 1 

機械保全 機械系保全 8 

機械保全 電気系保全 7 

電気機組立て シーケンス制御 4 

３級 

機械加工 普通旋盤 15 

機械加工 マシニングセンタ 5 

機械検査 機械検査 51 

機械保全 機械系保全 25 

機械保全 電気系保全 38 

電子機器組立て 電子機器組立て 1 

電気機器組立て シーケンス制御 29 

テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーション CAD 11 

http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/e776a61d0d5fd3f464a15dc7ccd50079.pdf
http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/e776a61d0d5fd3f464a15dc7ccd50079.pdf
http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2014/10/8621ed38392a138b6e748aebe38ae003.pdf


  
平成２５年度合格者数（県全体の中の割合） 
２級合格者数１２名 山形県の高校生合格者２３名（本校が５２．２％） 
２・３級合格者数１８８名 山形県の高校生合格者６１３名（本校が３０．７％） 
平成２６年３月２３日（日）発行の山形新聞に年間合格者の総括と後期２級について掲載され
ました。 
平成２５年１０月１０日（木）発行の山形新聞に前期技能検定試験の記事が掲載されました。 

級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 2 

機械検査 機械検査 1 

機械保全 機械系保全 6 

機械保全 電気系保全 2 

電気機器組立て シーケンス制御 1 

３級 

機械加工 普通旋盤 14 

機械加工 フライス盤 1 

機械加工 マシニングセンタ 2 

機械保全 機械系保全 50 

機械保全 電気系保全 27 

電子機器組立て 電子機器組立て 10 

機械検査 機械検査 37 

電気機器組立て シーケンス制御 26 

テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーションＣＡＤ 9 

  
平成２４年度合格者数（県全体の中の割合） 
２級合格者数１０名 山形県の高校生合格者２６名（本校が３８．５％） 
２・３級合格者数１６１名 山形県の高校生合格者５９４名（本校が２７．１％） 

http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/afbe368f7af4174577a46ca5166d515e.pdf
http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/afbe368f7af4174577a46ca5166d515e.pdf
http://www.sakatakoryo-h.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2013/10/045c467765d107eccd5151316ce38149.pdf


級 検定職種 選択作業 合格者数 

２級 

機械加工 普通旋盤 1 

機械検査 機械検査 1 

機械保全 機械系保全 1 

機械保全 電気系保全 5 

電気機器組立て シーケンス制御 2 

３級 

機械加工 普通旋盤 13 

機械加工 フライス盤 1 

機械加工 マシニングセンタ 5 

機械保全 機械系保全 33 

機械保全 電気系保全 32 

電子機器組立て 電子機器組立て 17 

機械検査 機械検査 23 

電気機器組立て シーケンス制御 27 

 


