
【福岡県】トンネル点検結果
平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

大入トンネル (ﾀﾞｲﾆｭｳﾄﾝﾈﾙ) 国道202号 1972 292 九州地方整備局 福岡県 糸島市 Ⅲ

福大トンネル（上） (ﾌｸﾀﾞｲﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道202号 2005 870 九州地方整備局 福岡県 福岡市 Ⅲ

福大トンネル（下） (ﾌｸﾀﾞｲﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道202号 2005 860 九州地方整備局 福岡県 福岡市 Ⅲ

神田トンネル1 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1979 291 西日本高速道路(株) 福岡県 宮若市 Ⅱ

神田トンネル2 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1979 291 西日本高速道路(株) 福岡県 宮若市 Ⅱ

門司トンネル1 (ﾓｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1983 270 西日本高速道路(株) 福岡県 北九州市 Ⅱ

門司トンネル2 (ﾓｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1983 255 西日本高速道路(株) 福岡県 北九州市 Ⅱ

福智山トンネル2 (ﾌｸﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1986 3,596 西日本高速道路(株) 福岡県 北九州市 Ⅱ

金剛山トンネル2 (ｺﾝｺﾞｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 九州縦貫自動車道　鹿児島線 1986 2,177 西日本高速道路(株) 福岡県 北九州市 Ⅱ

高山トンネル1 (ﾀｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道　長崎大分線 1988 582 西日本高速道路(株) 福岡県 朝倉市 Ⅱ

高山トンネル2 (ﾀｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道　長崎大分線 1988 626 西日本高速道路(株) 福岡県 朝倉市 Ⅱ

杷木トンネル1 (ﾊｷﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道　長崎大分線 1998 476 西日本高速道路(株) 福岡県 朝倉市 Ⅱ

杷木トンネル2 (ﾊｷﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道　長崎大分線 1988 477 西日本高速道路(株) 福岡県 朝倉市 Ⅱ

新犬鳴トンネル (ｼﾝｲﾇﾅｷﾄﾝﾈﾙ) 福岡直方線 1975 1,385 福岡県 福岡県 久山町 Ⅲ

傾城隧道 (ｹｲｾｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 野路土佐井線 1959 135 福岡県 福岡県 上毛町 Ⅱ

甲塚トンネル (ｶﾌﾞﾄﾂﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 椎田勝山線 1988 22 福岡県 福岡県 みやこ町 Ⅱ

京都トンネル (ﾐﾔｺﾄﾝﾈﾙ) 苅田採銅所線 2006 405 福岡県 福岡県 苅田町 Ⅱ

鉾立トンネル (ﾎｺﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 犀川豊前線 1987 89 福岡県 福岡県 みやこ町 Ⅲ

緑ヶ丘トンネル (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾄﾝﾈﾙ) 須磨園南原曽根線 2012 111 福岡県 福岡県 苅田町 Ⅰ

大平トンネル (ｵｵﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道386号 1992 275 福岡県 福岡県 朝倉市 Ⅱ

斫石トンネル (ｷﾘｲｼﾄﾝﾈﾙ) 八女香春線 1990 160 福岡県 福岡県 東峰村 Ⅱ

秋月隧道 (ｱｷﾂﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 桂川下秋月線 1931 111 福岡県 福岡県 朝倉市 Ⅲ

竹原峠トンネル (ﾀｶﾊﾗﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道442号 2005 1,422 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

熊の内隧道 (ｸﾏﾉｳﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 八女小国線 1960 24 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

天戸トンネル (ｱﾏﾄﾄﾝﾈﾙ) 八女小国線 1960 54 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

竹谷隧道 (ﾀｹﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1958 51 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

長野隧道 (ﾅｶﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1916 41 福岡県 福岡県 八女市 Ⅱ

八媛トンネル (ﾔﾋﾒｽﾞｲﾄﾞｳ) 八女小国線 1978 119 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

黒岩隧道 (ｸﾛｲﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1957 370 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

山中隧道 (ﾔﾏﾅｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1958 77 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

松瀬向隧道 (ﾏﾂｾﾞﾑｶｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1958 71 福岡県 福岡県 八女市 Ⅲ

桜トンネル (ｻｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 田主丸黒木線 2007 257 福岡県 福岡県 八女市 Ⅱ

鷹巣隧道 (ﾀｶｽｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道500号 1963 36 福岡県 福岡県 添田町 Ⅱ

中元寺隧道 (ﾁｭｳｶﾞﾝｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 添田小石原線 1935 90 福岡県 福岡県 添田町 Ⅱ

味見隧道 (ｱｼﾞﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 苅田採銅所線 1981 647 福岡県 福岡県 香春町 Ⅲ

真木隧道 (ﾏｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 添田赤池線 1999 71 福岡県 福岡県 添田町 Ⅲ

第２金辺トンネル (ﾀﾞｲﾆｷﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道322号 1989 850 福岡県 福岡県 香春町 Ⅲ

副楽隧道 (ﾌｸﾗｸｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道322号 1958 87 福岡県 福岡県 嘉麻市 Ⅱ

嘉麻隧道 (ｶﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道211号 1974 106 福岡県 福岡県 嘉麻市 Ⅱ

鳥越トンネル (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 筑紫野太宰府線 2007 234 福岡県 福岡県 筑紫野市 Ⅱ

釣垂隧道 (ﾂﾀﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道385号 1963 28 福岡県 福岡県 那珂川町 Ⅱ

冷水トンネル (ﾋﾔﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道200号（冷水道路） 1987 2,891 福岡県道路公社 福岡県 飯塚市 Ⅲ

新桜トンネル (ｼﾝｻｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 門司行橋線 2000 454 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ
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旧桜隧道 (ｷｭｳｻｸﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 丸山吉野町6号線 1914 232 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

椿隧道 (ﾂﾊﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 門司行橋線 1999 183 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅲ

新椿トンネル (ｼﾝﾂﾊﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 門司行橋線 1997 385 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

石塚隧道 (ｲｼﾂﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 門司行橋線 1998 184 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

新石塚トンネル (ｼﾝｲｼﾂﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 門司行橋線 1996 251 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

喜多久トンネル (ｷﾀｸﾄﾝﾈﾙ) 大積柄杓田1号線 1995 212 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

柄杓田トンネル (ﾋｼｬｸﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 大積柄杓田1号線 2000 677 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅲ

大積トンネル (ｵｵﾂﾐﾞﾄﾝﾈﾙ) 大積柄杓田1号線 2002 475 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

藍島隧道 (ｱｲﾉｼﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 藍島5号線 1962 42 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

岳ノ観音トンネル（上り線） (ﾀｹﾉｶﾝﾉﾝﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 徳力葛原線 2003 571 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

後田トンネル (ｺﾞﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道上町・鳥越線 不明 76 八女市 福岡県 八女市 Ⅱ

クサギ原トンネル (ｸｻｷﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道樅鶴線 不明 27 八女市 福岡県 八女市 Ⅱ

中河内トンネル (ﾅｶｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 臼木線 1994 215 久山町 福岡県 久山町 Ⅱ

小河内トンネル (ｵｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 草場～猪野線 1992 95 久山町 福岡県 久山町 Ⅱ


