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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

森崎トンネル (ﾓﾘｻｷﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2012 1202 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

丸市尾トンネル (ﾏﾙｲﾁﾋﾞﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2011 334 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

浦之迫トンネル (ｳﾗﾉｻｺﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2009 1667 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

葛原トンネル (ｶｽﾞﾗﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2012 2778 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

陣ヶ峰トンネル (ｼﾞﾝｶﾞﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2012 2751 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

上岡トンネル (ｶﾐｵｶﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2013 516 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

大長瀬トンネル (ｵｵﾅｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2012 1221 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

山口三軒屋トンネル (ﾔﾏｸﾞﾁｻﾝｹﾞﾝﾔﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2010 1047 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

山口下孫四郎トンネル (ﾔﾏｸﾞﾁｼﾓﾏｺﾞｼﾛｳﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2013 302 九州地方整備局 大分県 佐伯市 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

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 197
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

臼津トンネル (ｷﾕｳｼﾝﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2001 2985
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

鳥越トンネル (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 656
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

鳥越トンネル (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 573
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

挾間トンネル (ﾊｻﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 431
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

挾間トンネル (ﾊｻﾏﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 446
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

水分トンネル (ﾐｽﾞﾜｹﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 1996 769
西日本高速道路
株式会社

大分県 九重町 Ⅱ

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 170
西日本高速道路
株式会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

岩室トンネル (ｲﾜﾑﾛﾄﾝﾈﾙ) 九州横断自動車道長崎大分線 2002 949
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 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

上石川トンネル (ｶﾐｲｼｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道大分大野線 2002 143 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

竹中トンネル (ﾀｹﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 県道弓立上戸次線 1999 190 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

秋岡トンネル (ｱｷｵｶﾄﾝﾈﾙ) 市道高瀬秋岡線 1982 43 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

榎峠トンネル (ｴﾉｷﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道中戸次吉野線 1986 380 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

辻原隧道 (ﾂｼﾞﾊﾞﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道辻原線 不明 18 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

城井隧道 (ｷｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 67 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第１隧道 (ﾀﾞｲ1ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 145 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第２隧道 (ﾀﾞｲ2ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 13 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第４隧道 (ﾀﾞｲ4ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 61 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

城山トンネル (ｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 2013 600 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

カブシノトンネル (ｶﾌﾞｼﾉﾄﾝﾈﾙ) 市道曽木多志田線 1914 23 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大城隧道 (ﾀﾞｲｼﾛｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道芋ﾉ岳大城線 1985 21 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

二越トンネル (ﾌﾀｺﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 市道二越線 1965 75 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

第２松原隧道 (ﾀﾞｲﾆﾏﾂﾊﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1968 155 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

下岩戸隧道 (ｼﾓｲﾜﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1967 48 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

酒の谷隧道 (ｻｹﾉﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道387号 1971 84 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

下筌隧道 (ｼﾓｳｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道天瀬阿蘇線 1964 140 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

小鹿田隧道 (ｵﾝﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道宝珠山日田線 1977 40 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

簗瀬隧道 (ﾔﾅｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道栃野西大山線 1966 170 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大石峠トンネル (ｵｼｶﾞﾄﾄﾝﾈﾙ) 市道日向野大石峠線 1963 195 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

秋山隧道 (ｱｷﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道上手水月線 1939 188 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

護岸寺隧道 (ｺﾞｶﾞﾝｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道銭渕石井線 不明 61 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

鯛生隧道 (ﾀｲｵｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道下鯛生線 不明 21 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

津井トンネル (ﾂｲﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1988 591 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

殿山トンネル (ﾄﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1988 332 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

八幡トンネル (ﾔﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1967 102 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

茶屋ケ鼻トンネル (ﾁｬﾔｶﾞﾊﾅﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1972 84 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大中尾トンネル (ｵｵﾅｶｵﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1983 196 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

愛宕トンネル (ｱﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 2004 256 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

越田尾トンネル (ｺｴﾀｵﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1983 293 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

床木トンネル (ﾕｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1985 114 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

徳納トンネル (ﾄｸﾉｳﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1981 119 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

青山トンネル (ｱｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯蒲江線 2008 126 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

丹賀トンネル (ﾀﾝｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1981 262 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

広浦トンネル (ﾋﾛｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1981 332 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

中浦トンネル (ﾅｶｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1962 305 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新日向泊トンネル (ｼﾝﾋｭｳｶﾞﾄﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島北循環線 1986 263 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

荒網代トンネル (ｱﾗｼﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島南循環線 1963 121 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第２塩内トンネル (ﾀﾞｲﾆｼｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島南循環線 1963 60 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

塩内トンネル (ｼｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島南循環線 1963 46 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

横岩トンネル (ﾖｺｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵坂ﾉ市線 1977 445 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

臼津トンネル (ｷｭｳｼﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵津久見線 1960 332 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

大峠山トンネル (ｵｵﾄｳｹﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道荒瀬大寒線 1999 83 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

もみの木トンネル (ﾓﾐﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 市道大浜佐志生線 1998 482 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大浜トンネル (ｵｵﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道大浜佐志生線 2003 109 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中臼杵トンネル (ﾅｶｳｽｷﾄﾝﾈﾙ) 市道家野久木小野線 不明 308 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大南野津トンネル (ﾀﾞｲﾅﾝﾉﾂﾄﾝﾈﾙ) 市道大南野津線 1998 99 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

西口壕渠 (ﾆｼｸﾞﾁｺﾞｳｷｮ) 市道ﾋﾋﾞﾉｷ線 1935 55 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
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行政区域



2 / 4 ページ【トンネル】

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

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

六ヶ迫トンネル (ﾛｸｶﾞｻｺﾄﾝﾈﾙ) 市道臼杵坂ﾉ市線 不明 170 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

蔵富トンネル (ｸﾗﾄﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1972 144 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

日代トンネル (ﾋｼﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1994 182 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

網代トンネル (ｱｼﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1994 241 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

彦岳トンネル (ﾋｺﾀﾞｹﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1993 1468 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

宮山トンネル (ﾐﾔﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1990 290 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

井無田トンネル (ｲﾑﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯津久見線 1973 112 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

徳浦トンネル (ﾄｸｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道徳浦松崎線 2001 61 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

下浦トンネル (ｼﾀｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道徳浦松崎線 1983 154 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

千怒崎トンネル (ﾁﾇｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 市道千怒日見線 1956 57 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

日見トンネル (ﾋﾐﾄﾝﾈﾙ) 市道千怒日見線 1961 425 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

八戸隧道 (ﾔﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道八戸線 1951 314 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

高浜トンネル (ﾀｶﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道高浜松ヶ浦線 1986 322 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平道トンネル (ﾋﾗﾐﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道平道線 2000 14 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

荒代トンネル (ｱﾗｼﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 網代荒代線 2002 1060 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

久保泊トンネル (ｸﾎﾞﾄﾞﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 鳩浦久保泊線 2006 592 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

新滝部トンネル (ｼﾝﾀｷﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道九重野荻線 1989 105 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

出合トンネル (ﾃﾞｱｲﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田五ヶ瀬線 1999 280 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

塩手第２号トンネル (ｼｵﾃﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道庄内久住線 1955 34 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

長慶第一号隧道 (ﾁｮｳｹｲﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道竹田直入線 1955 31 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

長慶トンネル (ﾁｮｳｹｲﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田直入線 1999 104 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

濁淵トンネル (ﾆｺﾞﾘﾌﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道濁淵川向線 不明 50 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

中村トンネル (ﾅｶﾑﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道小賀政所線 不明 118 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

大久保トンネル (ｵｵｸﾎﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道小賀政所線 不明 62 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

初久保トンネル (ﾊﾂｸﾎﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道小賀政所線 不明 32 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柿ノ木トンネル (ｶｷﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 市道平田線 不明 25 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

倉田トンネル (ｸﾗﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道住吉倉木線 1973 87 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

溝川トンネル (ﾐｿﾞｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道溝川洞道線 不明 22 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

向町トンネル (ﾑｶｲﾏﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道府内町洞道線 不明 37 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

岡城トンネル (ｵｶｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ) 市道五衛門谷岡城線 不明 32 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第２下野トンネル (ﾀﾞｲﾆｼﾓﾉﾄﾝﾈﾙ) 市道平小仲尾線 不明 54 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

千引トンネル (ｾﾝﾋﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 市道内園線 不明 92 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第２千引トンネル (ﾀﾞｲﾆｾﾝﾋﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 市道内園線 不明 25 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

内園トンネル (ｳﾁｿﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 市道内園線 不明 59 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

七里トンネル (ｼﾁﾘﾄﾝﾈﾙ) 市道七里線 不明 37 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

上龍トンネル (ｶﾐﾘｭｳﾄﾝﾈﾙ) 市道荻迫折立線 不明 21 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

弓木１号トンネル (ﾕﾐｷﾞｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道弓木線 不明 69 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山中トンネル (ﾔﾏﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 市道山中線 不明 102 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上新道トンネル (ｶﾐｼﾝﾐﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道上新道線 不明 40 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中尾トンネル (ﾅｶｵﾄﾝﾈﾙ) 市道中尾1号線 不明 64 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

岩屋隧道 (ｲﾜﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道岩屋線 不明 32 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第３小田無トンネル (ﾀﾞｲｻﾝｵﾀﾞﾅｼﾄﾝﾈﾙ) 市道西平線 不明 100 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

折立トンネル (ｵﾘﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 市道折立線 不明 41 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

池ノ本トンネル (ｲｹﾉﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 市道下平田旧道線 不明 40 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中尾トンネル (ﾅｶｵﾄﾝﾈﾙ) 市道中尾旧道線 不明 172 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

仁田川トンネル (ﾆﾀｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道馬場南河内線 1985 83 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大崎トンネル (ｵｵｻｷﾄﾝﾈﾙ) 市道馬場南河内線 1962 24 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

陽目トンネル (ﾋﾅﾀﾒﾄﾝﾈﾙ) 市道陽目谷線 1972 34 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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瀬目トンネル (ｾﾒﾄﾝﾈﾙ) 市道上行年瀬目線 不明 57 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

永慶寺トンネル (ｴｲｹｲｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道山仲北山線 2002 242 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

本峠トンネル (ﾎﾝﾄｳｹﾞﾄﾝｴﾙ) 市道直入湯の平線 1985 165 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上野隧道 (ｳｴﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道上野線 1956 50 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

山手トンネル (ﾔﾏﾃﾄﾝﾈﾙ) 市道山川五反切線 不明 36 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

三砂第一トンネル (ﾐｻｺﾞﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道田原三砂線 1986 41 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

三砂第二トンネル (ﾐｻｺﾞﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道田原三砂線 1984 38 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大平隧道 (ｵｵﾋﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ香々地高田線 1978 251 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

河内トンネル (ｶﾜﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道羽根長小野線 1981 380 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

片山トンネル (ｶﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道片山牛迫線 1988 114 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

貴船隧道 (ｷﾌﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道見目新波止線 不明 55 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大平トンネル (ｵｵﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道庄屋大平線 不明 75 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

塩谷トンネル (ｼｵﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道東塩屋線 不明 29 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

牛迫隧道 (ｳｼｻｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道赤迫松津線 1953 142 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

かんだや隧道 (ｶﾝﾀﾞﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道赤迫松津線 1958 197 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

松津頭隧道 (ｼｮｳｽﾞｶﾞｼﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道赤迫松津線 1954 98 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

見取隧道 (ﾐﾄﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道堤宮岬線 不明 34 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

儀丁場隧道 (ｷﾞﾁｮｳﾊﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ香々地高田線 1978 220 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

野田隧道 (ﾉﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道213号 1964 80 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

波多方トンネル (ﾊﾀｶﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道大田杵築線 1998 1173 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

鳥立トンネル (ﾄﾘﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 市道小稲大副線 1986 122 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

櫟ヶ平隧道 (ﾚｷｶﾞﾋﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道塔尾三反田線 不明 59 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

鷹栖１号隧道 (ﾀｶｽ1ｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道山本･鷹栖線 不明 17 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

鷹栖２号隧道 (ﾀｶｽ2ｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道山本･鷹栖線 不明 18 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

鷹栖３号隧道 (ﾀｶｽ3ｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道山本･鷹栖線 不明 14 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

須崎隧道 (ｽｻﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道萱籠須崎線 不明 116 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

深見トンネル (ﾌｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 市道平山大見尾線 1995 412 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

深迫隧道 (ﾌｶｻｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道下恵良栗山線 2003 107 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

岩ノ下トンネル (ｲﾜﾉｼﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道岩の下線 不明 26 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

鷲谷トンネル (ﾜｼﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1988 143 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

松谷トンネル (ﾏﾂﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1987 417 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

内山トンネル (ｳﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1986 97 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

田原トンネル (ﾀﾊﾞﾙﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1967 168 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

尾入池田トンネル (ｵｲﾘｲｹﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道尾入池田線 1991 30 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

石佛トンネル (ｾｷﾌﾞﾂﾄﾝﾈﾙ) 市道宇対瀬線 1968 188 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

松谷トンネル (ﾏﾂﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道松谷三国線 1933 50 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

和毛トンネル (ﾜｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道和毛線 1973 54 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

吐合トンネル (ﾊｷｱｲﾄﾝﾈﾙ) 市道北平線 1918 23 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

毛後屋トンネル (ｹｺﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道北部幹線 1964 85 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

葛手トンネル (ｶﾂﾗﾃﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道北部幹線 1968 97 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

いちまんだトンネル (ｲﾁﾏﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道北部幹線 1987 87 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

若林トンネル (ﾜｶﾊﾞﾔｼﾄﾝﾈﾙ) 市道池在線 1958 101 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

神明トンネル (ｼﾝﾒｲﾄﾝﾈﾙ) 市道大戸石ヶ原線 不明 46 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

高伏トンネル (ﾀｶﾌｾﾄﾝﾈﾙ) 市道高伏線 不明 22 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

山の内第１トンネル (ﾔﾏﾉｳﾁﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道山の内線 不明 30 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

尾中トンネル (ｵﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 市道尾中線 1997 18 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

矢田トンネル (ﾔﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道郡山･矢田線 1915 28 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

代三五トンネル (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道下山片島線 1995 549 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ
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阿原トンネル (ｱﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道天神町･宇津尾木線 1976 57 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大峠山トンネル (ｵｳﾄｳｹﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道初保尾線 1999 139 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

天神１号トンネル (ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道知田茶屋場線 1921 70 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

原尻トンネル (ﾊﾗｼﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 市道倉園宮園線 1987 75 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

辻トンネル (ﾂｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道辻川入線 1892 97 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ口トンネル (ﾔﾏﾉｸﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道山ﾉ口柄々線 1924 143 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

小宛隧道 (ｵｱﾃｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道寺原線 1943 26 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

桑津留トンネル (ｸﾜﾂﾙﾄﾝﾈﾙ) 市道小富士幹線 1943 10 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鹿山トンネル (ｼｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道鹿山線 1935 53 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

越生トンネル (ｺｼｮｳﾄﾝﾈﾙ) 市道越生線 1970 91 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

赤川トンネル (ｱｶｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道緒方高千穂6号線 1877 124 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

県央空港トンネル (ｹﾝｵｳｸｳｺｳﾄﾝﾈﾙ) 市道川南中央線 1998 72 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

畑田トンネル (ﾊﾀｹﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道別府庄内線 2005 193 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

観音トンネル (ｶﾝﾉﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道長湯庄内湯ﾉ平線 1985 564 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

大谷トンネル (ｵｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道長湯庄内湯ﾉ平線 1984 217 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

御幸トンネル (ﾐﾕｷﾄﾝﾈﾙ) 市道長湯庄内湯ﾉ平線 1985 115 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

本峠トンネル (ﾎﾝﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道長湯庄内湯ﾉ平線 1985 239 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

小倉野トンネル (ｵｸﾗﾉﾄﾝﾈﾙ) 市道大向一木線 1961 62 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

小ケ倉トンネル (ｵｶﾞｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道八久保鹿倉線 不明 42 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中村トンネル (ﾅｶﾑﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道阿鉢酒野線 1993 100 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

筒口トンネル (ﾂﾂｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道阿鉢酒野線 1996 117 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

城山トンネル (ｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道大龍川廻線 1997 443 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

永慶寺トンネル (ｴｲｹｲｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道庄内直入線 2002 247 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

白禿トンネル (ｼﾗﾊｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道役場岡の平線 不明 84 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

南園トンネル (ﾐﾅﾐｿﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 市道仁瀬小袋線 不明 27 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

納屋トンネル (ﾅﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1974 210 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

水ヶ元トンネル (ﾐｽﾞｶﾞﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1980 320 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

光明寺隧道 (ｺｳﾐｮｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞ道路国見線 1979 550 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

上松隧道 (ｳｴﾏﾂｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞ道路国見線 1980 105 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岐部隧道 (ｷﾍﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞ道路国見線 1981 569 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

新涯隧道 (ｼﾝｶﾞｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞ道路国見線 1973 514 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

志保利隧道 (ｼﾎﾘﾄﾈﾝﾙ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 1973 141 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

高尾隧道 (ﾀｶｵｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 1974 194 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

高雲隧道 (ﾀｶｸﾓｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 1980 211 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

畑隧道 (ﾊﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ国東線 1978 241 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

志和利隧道 (ｼﾜﾘﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ武蔵線 1974 154 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

おおそい隧道 (ｵｵｿｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 1973 221 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

油留木隧道 (ﾕﾙｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 1975 402 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

七郎隧道 (ｼﾁﾛｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 1978 261 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

吉松隧道 (ﾖｼﾏﾂｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道ｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ安岐線 1978 150 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

掛樋隧道 (ｶｹﾋｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道掛樋線 1907 25 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大海トンネル (ｵｵﾐﾄﾝﾈﾙ) 村道松原大海線 1968 107 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

矢野隧道 (ﾔﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道矢野線 1964 24 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

元畑隧道 (ﾓﾄﾊﾞﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道元畑線 不明 146 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

新矢野トンネル (ｼﾝﾔﾉﾄﾝﾈﾙ) 町道矢野･市の村線 1998 68 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ
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