
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

扇山トンネル (ｵｳｷﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 175
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

扇山トンネル (ｵｳｷﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 175
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

福万山トンネル (ﾌｸﾏﾝﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 1318
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

豊岡第２トンネル (ﾄﾖｵｶﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 一般国道10号(日出ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2002 255
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

法花寺第一トンネル (ﾎｯｹｼﾞﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ) 一般国道10号(日出ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2002 137
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

法花寺第二トンネル (ﾎｯｹｼﾞﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 一般国道10号(日出ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2002 373
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

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



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

古宮トンネル (ﾌﾙﾐﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1963 68 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

佐賀関トンネル (ｻｶﾞﾉｾｷﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 2006 1006.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大道トンネル上り (ｵｵﾐﾁﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 1969 308 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大道トンネル下り (ｵｵﾐﾁﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 国道210号 1955 308 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

十全隧道 (ｼﾞｭｳｾﾞﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道大分港賀来線 1990 78 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寒田トンネル (ｿｳﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道下寒田小原線 不明 74 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

古宮トンネル (ﾌﾙﾐﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道田尻古宮線 不明 119 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

渋見トンネル (ｼﾌﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 1958 50.6 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

１号厚ヶ瀬隧道 (1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 25.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

渋見トンネル (ｼﾌﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道中津山国自転車道線 1974 51 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第５隧道 (ﾀﾞｲ5ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 34.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

羅漢洞門トンネル (ﾗｶﾝﾄﾞｳﾓﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道羅漢寺跡田線 1972 52.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

上ノ川内隧道 (ｳｴﾉｶﾞﾜｳﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道鳴落合線 1988 34.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

田北隧道 (ﾀｷﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1962 146 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

福島隧道 (ﾌｸｼﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道387号 1968 306 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

栃原隧道 (ﾄﾁﾊﾞﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道442号 1969 73 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

蜂ノ巣隧道 (ﾊﾁﾉｽｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道栃野西大山線 1965 197 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

蕨野隧道 (ﾜﾗﾋﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道栃野西大山線 1966 78 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

小迫隧道 (ｵｻﾞｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道渡里山田線 1931 210.7 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

朝日隋道 (ｱｻﾋｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道友田小迫線 1976 170 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

荒平トンネル (ｱﾗﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道荒平後河内線 2005 100 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

比佐津トンネル (ﾋｻﾂﾄﾝﾈﾙ) 市道上城内若宮線 1993 78.7 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

求来里トンネル (ｸｸﾘﾄﾝﾈﾙ) 市道日高西有田線 1997 69.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

牧原トンネル (ﾏｷﾊﾞﾙﾄﾝﾈﾙ) 市道日高西有田線 1995 80 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

桜竹トンネル (ｻｸﾗﾀﾞｹﾄﾝﾈﾙ) 市道天瀬五馬幹線1号線 1983 100.4 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

東釣隧道 (ﾋｶﾞｼﾂﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道花平塔ﾉ本線 不明 25.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小月トンネル (ｵﾂﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 市道一石椿ヶ鼻線 1985 79.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

坂合トンネル (ｻｺｾﾄﾝﾈﾙ) 市道坂合線 1973 88.9 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

佐伯トンネル (ｻｲｷﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1972 288.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

桑の原トンネル (ｸﾜﾉﾊﾙﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1998 1613 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

堂間トンネル (ﾄﾞｳﾉﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1990 396 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

高山トンネル (ﾀｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1981 672.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

長津留トンネル (ﾅｶﾞﾂﾙﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1995 195.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

木浦内隧道 (ｷｳﾗｳﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道日之影宇目線 1970 350 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

仏座トンネル (ﾌﾞﾂｻﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道三重弥生線 1961 29 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

丸山トンネル (ﾏﾙﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1981 80 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

轟トンネル (ﾄﾄﾞﾛｷﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯蒲江線 1988 538.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

浦代トンネル (ｳﾗｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 県道色宮港木立線 1969 600 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

轟トンネル (ﾄﾄﾞﾛｷﾄﾝﾈﾙ) 県道赤木吹原佐伯線 1982 36.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

芋ノ尾トンネル (ｲﾓﾉｵﾄﾝﾈﾙ) 県道床木海崎停車場線 1997 70 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

鶴御崎トンネル (ﾂﾙﾐｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道松浦米水津線 1981 1651.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

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



トンネル点検結果（地方公共団体）
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有明隧道 (ｱﾘｱｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道松浦有明線 1962 79 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

粟嶋トンネル (ｱﾜｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道小浦中越線 1998 90 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

井ノ内トンネル (ｲﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道井ﾉ内宇目線 1945 32.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

暁嵐隧道 (ｷﾞｮｳﾗﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道浅海井暁嵐1号線 不明 55.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

小浦中越ふれあいトンネル (ｺｳﾗﾅｶｺﾞｼﾌﾚｱｲﾄﾝﾈﾙ) 市道小浦中越線 1998 840.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

高松隧道 (ﾀｶﾏﾂｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道大入島北線 1962 125 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

中山第１隧道 (ﾅｶﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道中山線 1955 38.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

船隠隧道 (ﾌﾅｶﾞｸｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道大島線 1967 60 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水越トンネル (ﾐｽﾞｺｼﾄﾝﾈﾙ) 市道南部線 1970 100 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

横手トンネル (ﾖｺﾃﾄﾝﾈﾙ) 市道横手線 1960 38.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新二又トンネル (ｼﾝﾌﾀﾏﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道沖松浦線 2016 302 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

八明トンネル (ﾊﾁﾒｲﾄﾝﾈﾙ) 市道床木海崎線 1955 243.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅳ

海添トンネル (ｶｲｿﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1972 74 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

畑トンネル (ﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵坂ﾉ市線 1978 145.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

深江トンネル (ﾌｶｴﾄﾝﾈﾙ) 県道大泊浜徳浦線 1953 186.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

西泊トンネル (ﾆｼﾄﾞﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道四浦日代線 1988 87 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

原トンネル (ﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1973 87.4 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

朝日トンネル (ｱｻﾋﾄﾝﾈﾙ) 県道大泊浜徳浦線 2015 69 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

炭竈トンネル (ｽﾐｶﾏﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道白丹竹田線 2000 210 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

判田トンネル (ﾊﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道小川穴井迫線 1945 102.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

志土知トンネル (ｼﾄﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道小川穴井迫線 1940 145 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

新山手トンネル (ｼﾝﾔﾏﾃﾄﾝﾈﾙ) 県道高森竹田線 2001 66 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

三砂トンネル (ﾐｻｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道平三砂線 不明 26.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

赤坂隧道 (ｱｶｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道鏡下木線 不明 80.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

鬼田トンネル (ｵﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道中央線 不明 50.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

高伏トンネル (ﾀｶﾌﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 市道高伏線 不明 42.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

河合迫トンネル (ｶﾜｲｻﾞｺﾄﾝﾈﾙ) 市道田平線 1977 19.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

赤田無トンネル (ｱｶﾀﾑﾄﾝﾈﾙ) 市道住吉倉木線 1969 81 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

寺道隧道 (ﾃﾗﾐﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道寺道線 不明 61.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

篠田隧道 (ｼﾉﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道玉来駅前旧道線 1938 23.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

挾田トンネル (ﾊｻﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道川下挟田線 不明 76.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

岡城第２トンネル (ｵｶｼﾞｮｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道本町滑瀬線 1965 46 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

五衛門谷トンネル (ｺﾞｴﾓﾝﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道本町滑瀬線 1965 94 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

相原第１トンネル (ｱｲﾊﾗﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道相原松尾線 不明 37.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

相原第２トンネル (ｱｲﾊﾗﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道相原松尾線 不明 76.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新竹田津トンネル (ｼﾝﾀｹﾀﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1988 1010 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

松津トンネル (ｼｮｳﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1962 158.5 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

真玉トンネル (ﾏﾀﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1968 391.5 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

一畑トンネル (ｲﾁﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道山香国見線 2002 405.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

仁ノ田トンネル (ﾆﾉﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道山香国見線 1990 90 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

旧竹田津トンネル (ｷｭｳﾀｹﾀﾂﾄﾝﾈﾙ) 市道東見目線 1958 179 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ
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羽根隧道 (ﾊﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道西ﾉ磯日平線 1960 159.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

金谷隧道 (ｶﾅﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道大田山香線 1993 376 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

奈狩江隧道 (ﾅｶﾘｴｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道志口住吉線 1929 42 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

鋸山トンネル (ﾉｺｷﾞﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道日出大田線 1997 1120 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

下野田トンネル (ｼﾓﾉﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道下野田線 不明 45 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

年田隧道 (ﾄｼﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道猪尾年田線 不明 100 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

横城トンネル (ﾖｺｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道荒巻線 不明 25 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

桜トンネル (ｻｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道宇佐本耶馬渓線 1934 134.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

三国トンネル (ﾐｸﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1983 1176 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

小木浦トンネル (ｺｷﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1983 394.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

津留トンネル (ﾂﾙﾄﾝﾈﾙ) 県道緒方大野線 2012 88 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

田中トンネル (ﾀﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 県道百枝大野線 1970 28 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

久田トンネル (ﾋｻﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道伏野三重線 1985 160 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

芹川トンネル (ｾﾘｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道庄内久住線 2002 1571 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

若杉人道トンネル (ﾜｶｽｷﾞｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道安心院湯布院線 2007 120 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

小迫トンネル (ｺｻﾞｺﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1971 89 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

藤ノ木トンネル (ﾄｳﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1973 235.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

ごうやトンネル (ｺﾞｳﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1968 281.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

花開トンネル (ﾊﾅｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1966 99.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

松ヶ尾トンネル (ﾏﾂｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1981 450 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

国見トンネル (ｸﾆﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1979 550 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

旧竹田津トンネル (ｷｭｳﾀｹﾀﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道井上･豆ﾉ木線 1958 200 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

長瀬トンネル (ﾅｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 市道岐部外浦線 1978 259.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

啝ノ浦トンネル (ﾅｷﾞﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道長瀬線 不明 64.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

楠戸トンネル (ｸｽﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道岐部外浦線 1982 66.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

箕ヶ岩トンネル (ﾐｲｶﾞｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道一反田宮ﾉ尻線 1921 16.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

妙見トンネル (ﾐｮｳｹﾝﾄﾝｴﾙ) 市道古川一反田線 1934 453.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大谷隧道 (ｵｵﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道寺山見地線 1917 97.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉藤隧道 (ﾖｼﾄｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道小畑赤松線 1933 50 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

朝来隧道 (ｱｻｸｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道若名田下矢川線 不明 218.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

河内トンネル (ｶﾜﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道飯田高原中村線 1954 15.5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

引治トンネル (ﾋｷｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 冨迫壁湯線 1982 83.9 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

鹿倉トンネル (ｶｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道森耶馬溪線 1974 72 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

中塚隧道 (ﾅｶﾂｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道中塚小清原線 1959 60.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

第一阿子洞隧道 (ﾀﾞｲｲﾁｱｺﾄﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道柿木･石飛線 不明 39 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第ニ阿子洞隧道 (ﾀﾞｲﾆｱｺﾄﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道柿木･石飛線 不明 81.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ
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