
トンネル点検結果（国土交通省）

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

池ノ原隧道 (ｲｹﾉﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1975 127 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅲ

赤水トンネル (ｱｶﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1963 118 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

熊の戸トンネル (ｸﾏﾉﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1963 42 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

尺間トンネル (ｼｬｸﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1964 140 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

椛原トンネル (ｶﾊﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1964 53 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

長迫トンネル (ﾅｶﾞｻｺﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1964 76 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

大原トンネル (ｵｵﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1965 327 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

前畑トンネル (ﾏｴﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1965 102 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

宗太郎トンネル (ｿｳﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1965 165 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

立花トンネル (ﾀﾁﾊﾞﾅﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1965 81 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

高平トンネル (ﾀｶﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1977 89 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

中の谷トンネル (ﾅｶﾉﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道10号 1963 897 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅲ

新笹牟田トンネル (ｼﾝｻｻﾑﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1961 137 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

笹牟田トンネル (ｻｻﾑﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1961 105 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

七里トンネル (ｼﾁﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1968 53 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

平トンネル (ﾀｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1969 226 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

三砂トンネル (ﾐｻｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1969 87 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

二本松トンネル (ﾆﾎﾝﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1967 85 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

三砂人道トンネル (ﾐｻｺﾞｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1989 140 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

平人道トンネル (ﾀｲﾗｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1990 254 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

七里人道トンネル (ｼﾁﾘｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 2003 71 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

朝地トンネル (ｱｻｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道57号 1988 140 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

櫟木トンネル (ｲﾁｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道210号 1988 66 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅲ

滝瀬隧道 (ﾀｷｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1968 394 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅲ

行政区域

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

1 / 1 ページ【トンネル】



トンネル点検結果（高速道路会社）

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

萩尾トンネル ﾊｷﾞｵﾄﾝﾈﾙ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 1018
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

萩尾トンネル ﾊｷﾞｵﾄﾝﾈﾙ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 1056
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

床木トンネル ﾕｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 408
西日本高速道路
株式会社

大分県 佐伯市 Ⅱ

床木トンネル ﾕｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 452
西日本高速道路
株式会社

大分県 佐伯市 Ⅱ

津久見トンネル ﾂｸﾐﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 1085
西日本高速道路
株式会社

大分県 津久見市 Ⅲ

西ノ内トンネル ﾆｼﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 734
西日本高速道路
株式会社

大分県 津久見市 Ⅱ

尺間山トンネル ｼｬｸﾏｻﾝﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 2593
西日本高速道路
株式会社

大分県 津久見市 Ⅲ

速見トンネル ﾊﾔﾐﾄﾝﾈﾙ
一般国道１０号（日出バイパ
ス）

2002 84
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

速見トンネル ﾊﾔﾐﾄﾝﾈﾙ
一般国道１０号（日出バイパ
ス）

2002 84
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

路線名
完成
年次
（西暦）

トンネル名(フリガナ）
延長
（m）

行政区域
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トンネル点検結果（地方公共団体）

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

河内トンネル (ｶﾜｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵大南線 1916 54 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

野田隧道 (ﾉﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道別府山香線 1977 134 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

物部隧道 (ﾓﾉﾍﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道森耶馬溪線 1983 380 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

八坂トンネル (ﾔｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2004 533 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

臼坪トンネル (ｳｽﾂﾎﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2010 769 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

鶴岡トンネル (ﾂﾙｵｶﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2009 797 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

入津トンネル (ﾆｭｳｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2004 624 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

小浦ヶ浜トンネル (ｺｳﾗｶﾞﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2004 82 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲江トンネル (ｶﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1995 196 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

新小向トンネル (ｼﾝｺﾑｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2010 478 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

中岳トンネル (ﾅｶﾀﾞｹﾄﾝﾈﾙ) 県道日之影宇目線 1998 209 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

山谷トンネル (ﾔﾏﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯蒲江線 2004 200 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新井の内トンネル (ｼﾝｲﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道野津宇目線 1995 248 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

瀬会トンネル (ｾﾞｱｲﾄﾝﾈﾙ) 県道四浦港津井浦線 1993 155 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

女郎崎トンネル (ｼﾞｮﾛｳｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1982 120 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

河内トンネル (ｶﾜｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道床木海崎停車場線 1995 139 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

栂牟礼トンネル (ﾄｶﾞﾑﾚﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2012 642 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

小蒲江トンネル (ｵｶﾞﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2012 377 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

猪串トンネル (ｲﾉｸｼﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2012 311 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

西野浦トンネル (ﾆｼﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道西野浦河内線 2011 206 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

名水の里入田トンネル (ﾒｲｽｲﾉｻﾄﾆｭｳﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道神原玉来線 2008 163 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

会々トンネル (ｱｲｱｲﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1975 120 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

尾戸群トンネル (ｵﾄﾑﾚﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1968 57 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

湯の原トンネル (ﾕﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道庄内久住線 2003 276 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

稲葉トンネル (ｲﾅﾊﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道笹倉久住線 1970 50 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

新赤川トンネル (ｼﾝｱｶｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道緒方高千穂線 2006 300 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

堀家トンネル (ﾎﾘﾉｲｴﾄﾝﾈﾙ) 県道緒方朝地線 1979 68 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

龍原トンネル (ﾀﾂﾊﾙﾄﾝﾈﾙ) 県道龍原狭間線 1915 31 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

剣龍山トンネル (ｹﾝﾘｭｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道庄内久住線 2010 394 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

松ヶ尾トンネル (ﾏﾂｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ) 県道迫久保林線 1952 373 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

納屋トンネル (ﾅﾔﾄﾝﾈﾙ) 県道中ノ迫納屋線 1907 162 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

水ヶ元トンネル (ﾐｽﾞｶﾞﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道浜岐部線 1907 284 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岩文隧道 (ｲﾜﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道岩文線 1988 31 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

千の岩トンネル (ｾﾝﾉｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道行入ダム北線 1995 66 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

地蔵トンネル (ｼﾞｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道行入ダム北線 1995 31 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

行政区域

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（ｍ）
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