
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

上尾トンネル（上） (ｱｶﾞﾘｵﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1998 661 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

上尾トンネル（下） (ｱｶﾞﾘｵﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1985 691 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

小ヶ瀬隧道 (ｵｶﾞｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1970 48 九州地整 大分県 日田市 Ⅱ

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域
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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

乙原トンネル (ｵﾄﾊﾞﾙﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 910
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅲ

向ケ平トンネル (ﾑｶｲｶﾞﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 801
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅲ

隠山トンネル (ｶｸﾚﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 253
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

名里トンネル (ﾅｻﾞﾄﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 199
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

臼杵トンネル (ｳｽｷﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2008 1921
西日本高速道路株式
会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

南端トンネル (ﾅﾝﾀﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道10号(日出ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2002 961
西日本高速道路株式
会社

大分県 日出町 Ⅱ

代太郎トンネル (ﾀﾞｲﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 2299
西日本高速道路株式
会社

大分県 玖珠町 Ⅲ

鷹巣トンネル (ﾀｶｽﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 199
西日本高速道路株式
会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

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 行政区域 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

志生木トンネル (ｼｭｳｷﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 2011 276 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

高江トンネル (ﾀｶｴﾄﾝﾈﾙ) 市道高江ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線 1992 206 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

小志生木トンネル (ｺｼﾞｭｳｷﾄﾝﾈﾙ) 市道古宮本神崎線 不明 106 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

秋ノ江トンネル (ｱｷﾉｴﾄﾝﾈﾙ) 市道秋ﾉ江ﾄﾝﾈﾙ線 不明 73 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

はなぐりトンネル (ﾊﾅｸﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 2012 1869 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

鹿嵐トンネル (ｶﾅﾗｼﾄﾝﾈﾙ) 国道500号 1967 110 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

２号厚ヶ瀬隧道 (2ｺﾞｳｱﾂｶﾞｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1976 33 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

机隧道 (ﾂｸｴｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 134 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

洞門隧道 (ﾄﾞｳﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道樋田中島線 1905 230 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

白水トンネル (ｼﾗﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道杉畑上ﾉ畑線 1980 213 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

奥谷隧道 (ｵｸﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道奥谷中詰線 1957 41 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

奥耶馬トンネル (ｵｸﾔﾊﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 1975 717 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

池田トンネル (ｲｹﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯蒲江線 1970 70 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

亀の甲トンネル (ｶﾒﾉｺｳﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1963 45 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

御泊トンネル (ｵﾄﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道御泊奧江線 1956 15 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下入津トンネル (ｼﾓﾆｭｳｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道西野浦河内線 2009 584 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

日向泊トンネル (ﾋｭｳｶﾞﾄﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島北循環線 1964 20 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

浅海井トンネル (ｱｻﾞﾑｲﾄﾝﾈﾙ) 市道広浦丸碰線 不明 34 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

えびすトンネル (ｴﾋﾞｽﾄﾝﾈﾙ) 市道蒲江中央線 1893 51 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

尾浦トンネル (ｵｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道新尾浦線 1999 1226 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

大宮トンネル (ｵｵﾐﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道前潟笹良目線 不明 48 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

狩生隧道 (ｶﾘｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 1986 136 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

車トンネル (ｸﾙﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 1995 239 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

小向トンネル (ｺﾑｶｲﾄﾝﾈﾙ) 市道小向小蒲江線 1961 126 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯トンネル (ｻｲｷﾄﾝﾈﾙ) 市道春日通り坂ﾉ浦線 不明 169 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

細田トンネル (ｻｲﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道細田線 1973 80 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

四天トンネル (ｼﾃﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 1997 189 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

新越田尾トンネル (ｼﾝｺｴﾀｵﾄﾝﾈﾙ) 市道丸市尾越田尾線 1934 94 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

瀬戸坂トンネル (ｾﾄｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 1987 176 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

天水トンネル (ﾃﾝｽｲﾄﾝﾈﾙ) 市道色利尾浦線 1992 417 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

名護屋トンネル (ﾅｺﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道名護屋佐伯線 2000 668 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

浪太隧道 (ﾅﾌﾞﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 不明 75 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

浪太トンネル (ﾅﾌﾞﾄﾄﾝﾈﾙ) 市道浪太地下線 不明 15 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

広浦隧道 (ﾋﾛｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 不明 40 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

二栄トンネル (ﾌﾀﾊﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ海崎上浦線 1993 111 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇目直川なかよしトンネル (ｳﾒﾅｵｶﾜﾅｶﾖｼﾄﾝﾈﾙ) 市道大石見明線 2002 293 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐志生第一トンネル (ｻｼｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1972 80 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

佐志生第二トンネル (ｻｼｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1971 158 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

下ノ江トンネル (ｼﾀﾉｴﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1993 569 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

臼坂トンネル (ｷｭｳﾊﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵坂ﾉ市線 1977 1674 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

新日見トンネル (ｼﾝﾋﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2008 1320 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

彦の内トンネル (ﾋｺﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1993 217 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

七万石トンネル (ﾅﾅﾏﾝｺﾞｸﾄﾝﾈﾙ) 国道502号 2003 283 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

新小田無トンネル (ｼﾝｵﾀﾞﾅｼﾄﾝﾈﾙ) 国道502号 1976 173 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

下志土知トンネル (ｼﾓｼﾄﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道白丹竹田線 1971 130 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

久戸谷トンネル (ｸﾄﾞﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1966 145 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

西ヶ迫トンネル (ﾆｼｶﾞｻｺﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1964 107 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

長宇土トンネル (ﾅｶﾞｳﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1968 155 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

小池トンネル (ｺｲｹﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1965 200 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

小池人道トンネル (ｺｲｹｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1994 205 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

堅来トンネル (ｶﾀｸﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1973 210 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

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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トンネル点検結果（地方公共団体）
管理者 行政区域 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

並石トンネル (ﾅﾒｼﾄﾝﾈﾙ) 県道豊後高田国東線 1972 120 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

第１循環隧道 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾞｭﾝｶﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道夷堅来線 1957 111 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

第２循環隧道 (ﾀﾞｲﾆｼﾞｭﾝｶﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道夷堅来線 1957 30 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

副トンネル (ｿｲﾄﾝﾈﾙ) 国道500号 2007 275 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岳切トンネル (ﾀｯｷﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道耶馬溪院内線 1953 165 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

九人ガ塔トンネル (ｸﾆﾝｶﾞﾄｳﾄﾝﾈﾙ) 県道山香院内線 1977 93 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

奥畑トンネル (ｵｸﾊﾞﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1986 737 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

中ノ茶屋トンネル (ﾅｶﾉﾁｬﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1988 98 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

一本杉トンネル (ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道大分大野線 2007 180 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小野トンネル (ｵﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道緒方朝地線 1966 79 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

長谷トンネル (ﾊｾﾄﾝﾈﾙ) 県道中土師犬飼線 1982 162 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

古櫛トンネル (ﾌﾙｸｼﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1994 181 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

地蔵トンネル (ｼﾞｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道山香国見線 1983 196 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

豊岡トンネル (ﾄﾖｵｶﾄﾝﾈﾙ) 県道日出山香線 1993 434 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

生竜トンネル (ｲｷﾘｭｳﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1992 130 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

竜門トンネル (ﾘｭｳﾓﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道下恵良九重線 1973 89 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

新引治トンネル (ｼﾝﾋｷｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道右田引治線 1999 201 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

竜門隧道 (ﾘｭｳﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道竜門野倉線 1928 16 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

新道隧道 (ｼﾝﾐﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道町田小園線 1974 134 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

川底第二トンネル (ﾀﾞｲﾆｶﾜｿｺﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 2004 60 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

川底第一トンネル (ﾀﾞｲｲﾁｶﾜｿｺﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1966 65 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

錦雲峡トンネル (ｷﾝｳﾝｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道森耶馬溪線 1980 68 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

古後トンネル (ｺｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道白地日田線 1972 77 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ
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