
トンネル点検結果（国土交通省） 7

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

加々鶴隧道 (ｶｶﾞﾂﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1965 409.2 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

尾本隧道 (ｵﾓﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1966 26 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

大部トンネル (ｵｵﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道210号 1993 292 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

水分隧道 (ﾐｽﾞﾜｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道210号 1962 180 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅱ

古城山トンネル（上） (ｺｼﾞｮｳｻﾝﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1986 1031 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

古城山トンネル（下） (ｺｼﾞｮｳｻﾝﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1996 1018 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

寺内トンネル (ﾃﾗｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道210号 2005 115 九州地方整備局 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） 8

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

九六位トンネル (ｸﾛｸｲﾄﾝﾈﾙ) 東九州自動車道 2001 2285
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

代太郎トンネル (上り) (ﾀﾞｲﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 2311
西日本高速道路
株式会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

岩室トンネル (下り) (ｲﾜﾑﾛﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 959
西日本高速道路
株式会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

水分トンネル (下り) (ﾐｽﾞﾜｹﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 758
西日本高速道路
株式会社

大分県 九重町 Ⅱ

福万山トンネル (下り) (ﾌｸﾏﾝﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 1274
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

向ケ平トンネル (下り) (ﾑｶｲｶﾞﾋﾗﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 796
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

隠山トンネル (下り) (ｶｸﾚﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 316
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

香下トンネル (ｺｳｼﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道10号（宇佐別府道路） 1994 1192
西日本高速道路
株式会社

大分県 宇佐市 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（地方公共団体） 1,153

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

厚穂トンネル (ｱﾂﾞﾎﾄﾝﾈﾙ) 道道平取厚真線 1980 411 北海道 北海道 むかわ町 Ⅱ

オビラルカトンネル (ｵﾋﾞﾗﾙｶﾄﾝﾈﾙ) 道道北進平取線 2000 499 北海道 北海道 むかわ町 Ⅲ

カムイチャシトンネル (ｶﾑｲﾁｬｼﾄﾝﾈﾙ) 道道大岸礼文停車場線 1996 87 北海道 北海道 豊浦町 Ⅱ

チャストンネル (ﾁｬｽﾄﾝﾈﾙ) 道道大岸礼文停車場線 1997 144 北海道 北海道 豊浦町 Ⅱ

オロフレ小トンネル (ｵﾛﾌﾚｼｮｳﾄﾝﾈﾙ) 道道洞爺湖登別線 1978 39 北海道 北海道 登別市 Ⅲ

オロフレトンネル (ｵﾛﾌﾚﾄﾝﾈﾙ) 道道洞爺湖登別線 1988 935 北海道 北海道 登別市 Ⅲ

ホロホロトンネル (ﾎﾛﾎﾛﾄﾝﾈﾙ) 道道白老大滝線 1997 85 北海道 北海道 白老町 Ⅱ

森野トンネル (ﾓﾘﾉﾄﾝﾈﾙ) 道道白老大滝線 1991 330 北海道 北海道 白老町 Ⅲ

天神トンネル (ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 道道室蘭環状線 1982 315 北海道 北海道 室蘭市 Ⅲ

野深トンネル (ﾉﾌﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 道道高見西舎線 2006 292 北海道 北海道 浦河町 Ⅱ

羽衣トンネル (ﾊｺﾞﾛﾓﾄﾝﾈﾙ) 道道天人峡美瑛線 2003 873 北海道 北海道 美瑛町 Ⅱ

赤岩トンネル (ｱｶｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 道道夕張新得線 2007 2115 北海道 北海道 占冠村 Ⅲ

占冠トンネル (ｼﾑｶｯﾌﾟﾄﾝﾈﾙ) 道道夕張新得線 1991 417 北海道 北海道 占冠村 Ⅱ

第二占冠トンネル (ﾀﾞｲﾆｼﾑｶｯﾌﾟﾄﾝﾈﾙ) 道道夕張新得線 1994 1230 北海道 北海道 占冠村 Ⅱ

メルクンナイトンネル (ﾒﾙｸﾝﾅｲﾄﾝﾈﾙ) 道道北進平取線 2014 592 北海道 北海道 厚真町 Ⅲ

盤渓北ノ沢トンネル (ﾊﾞﾝｹｲｷﾀﾉｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 道道西野真駒内清田線 2015 1612 札幌市 北海道 札幌市 Ⅲ

うみねこファンタジートンネル (ｳﾐﾈｺﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾄﾝﾈﾙ) 新都市67号線 1998 30 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

滝沢トンネル (ﾀｷｻﾜﾄﾝﾈﾙ)
みちのく有料道路県道後平馬屋
尻線

1979 550 青森県道路公社 青森県 青森市 Ⅱ

三ツ石トンネル (ﾐﾂｲｼﾄﾝﾈﾙ) 国道106号 1974 410 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

西家第一トンネル (ﾆｼｶﾀﾞｲｲﾁ) 国道106号 1974 185 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

門馬トンネル (ｶﾄﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道106号 1972 210 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

向山第一トンネル (ﾑｶｲﾔﾏﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道107号 1976 406 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

向山第二トンネル (ﾑｶｲﾔﾏﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道107号 1976 378 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

白石トンネル (ｼﾗｲｼﾄﾝﾈﾙ) 国道107号 1967 808 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

柏里トンネル (ｶｼﾜﾘﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道107号 1970 330 岩手県 岩手県 住田町 Ⅲ

尻跳トンネル (ｼｯﾊﾟﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道281号 1974 375 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

舘市トンネル (ﾀﾃｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道282号 1976 203 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅲ

大橋トンネル (ｵｵﾊｼﾄﾝﾈﾙ) 国道283号 1960 252 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

中出トンネル (ﾅｶﾃﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道283号 1959 28 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

仙人トンネル (ｾﾝﾆﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道283号 1959 2500 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

岩谷トンネル (ｲﾜﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道455号 1948 32 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

小倉隧道 (ｺｸﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道一戸山形線 1949 288 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅲ

八ケ森トンネル (ﾊﾁｶﾞﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道大船渡綾里三陸線 1973 260 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

平井賀トンネル (ﾋﾗｲｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1976 393 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅲ

弁天トンネル (ﾍﾞﾝﾃﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1972 219 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅱ

おみおしトンネル (ｵﾐｵｼﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1973 575 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅲ

黒崎トンネル (ｸﾛｻｷﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1973 123 岩手県 岩手県 普代村 Ⅲ

太田名部トンネル (ｵｵﾀﾅﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1973 81 岩手県 岩手県 普代村 Ⅲ

普代浜トンネル (ﾌﾀﾞｲﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道岩泉平井賀普代線 1976 217 岩手県 岩手県 普代村 Ⅲ

横道隧道 (ﾖｺﾐﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道田野畑岩泉線 1977 95 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

安渡トンネル (ｱﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道大槌小鎚線 1969 140 岩手県 岩手県 大槌町 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
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トンネル点検結果（地方公共団体） 1,153

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

雄鹿戸トンネル (ｵｼｶﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 一般国道 1935 580 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅱ

近内トンネル (ﾁｶﾅｲﾄﾝﾈﾙ) 市道近内柵舘線 1987 316 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

宿トンネル (ﾔﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道宿女遊戸海岸線 1984 141 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

女遊戸トンネル (ｵﾅﾂﾍﾟﾄﾝﾈﾙ) 市道宿女遊戸海岸線 1984 105 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅱ

小袖第一隧道 (ｺｿﾃﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道三崎線 1964 15 久慈市 岩手県 久慈市 Ⅱ

小袖第二隧道 (ｺｿﾃﾞﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道三崎線 1964 15 久慈市 岩手県 久慈市 Ⅱ

桑ノ浜隧道 (ｸﾜﾉﾊﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道鵜住居7号線 1961 156 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

佐須トンネル (ｻｽﾄﾝﾈﾙ) 市道佐須1号線 1972 210 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

仮宿随道 (ｶﾘﾔﾄﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道鵜住居8号線 1969 230 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

大仮宿トンネル (ｵｵｶﾘﾔﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道仮宿線 1981 130 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

唐丹さくらトンネル (ﾄｳﾆｻｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道小白浜本郷線 2006 448 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅱ

山王海トンネル (ｻﾝﾉｳｶｲﾄﾝﾈﾙ) 町道小岩ﾉ目小清水線 1989 418 紫波町 岩手県 紫波町 Ⅲ

折壁トンネル (ｵﾘｶﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 町道奥岩泉線 2000 67 岩泉町 岩手県 岩泉町 Ⅱ

夏節トンネル (ﾅﾂﾌﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 町道内の沢線 2006 983 岩泉町 岩手県 岩泉町 Ⅱ

西材木岩トンネル (ﾆｼｻﾞｲﾓｸｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1983 505 宮城県 宮城県 七ヶ宿町 Ⅲ

東材木岩トンネル (ﾋｶﾞｼｻﾞｲﾓｸｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1983 279 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

小原５号トンネル (ｵﾊﾞﾗｺﾞｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1978 192 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

小原４号トンネル (ｵﾊﾞﾗﾖﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1975 489 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

小原３号トンネル (ｵﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1975 60 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

小原２号トンネル (ｵﾊﾞﾗﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1972 86 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

小原１号トンネル (ｵﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道113号 1972 130 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

仙台空港トンネル (ｾﾝﾀﾞｲｸｳｺｳﾄﾝﾈﾙ) 塩釜亘理線 1991 517 宮城県 宮城県 岩沼市 Ⅲ

小森トンネル (ｺﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 小牛田松島線 2012 92 宮城県 宮城県 松島町 Ⅲ

オシドリトンネル (ｵｼﾄﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道108号 1987 543 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅲ

片倉森かがやきトンネル (ｶﾀｸﾗﾓﾘｶｶﾞﾔｷﾄﾝﾈﾙ) 国道108号 1985 212 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅲ

黄金山トンネル (ｺｶﾞﾈﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道346号 1975 110 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅲ

鎌内トンネル (ｶﾏﾅｲﾄﾝﾈﾙ) 沼倉鳴子線 1998 117 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅲ

分波トンネル (ﾜｹﾅﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道398号 2007 462 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅲ

水分トンネル (ﾐｽﾞﾜｹﾄﾝﾈﾙ) 国道398号 2003 186 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

釜谷トンネル (ｶﾏﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道398号 1986 995 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅲ

小指トンネル (ｺｻﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 国道398号 1988 122 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅲ

南境トンネル (ﾐﾅﾐｻｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道398号 2007 271 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅲ

矢本アンダーパス (ﾔﾓﾄｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ) 矢本河南線 2005 45 宮城県 宮城県 東松島市 Ⅲ

大鮫トンネル (ｵｵｻﾞﾒﾄﾝﾈﾙ) 市道室浜･大鮫線 不明 76 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

管田トンネル (ｽｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道里･月浜線 不明 17 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

鷲ノ瀬トンネル (ﾜｼﾉｾﾄﾝﾈﾙ) (一)比内森吉線 2002 264 秋田県 秋田県 北秋田市 Ⅱ

御不動トンネル (ｵﾌﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) (一)比内森吉線 2005 219 秋田県 秋田県 北秋田市 Ⅱ

様田トンネル (ｻﾏﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) (一)比内森吉線 2005 211 秋田県 秋田県 北秋田市 Ⅱ

姫ヶ岱トンネル (ﾋﾒｶﾞﾀｲﾄﾝﾈﾙ) (一)比内森吉線 2002 96 秋田県 秋田県 北秋田市 Ⅱ

五城目トンネル (ｺﾞｼﾞｮｳﾒﾄﾝﾈﾙ) 国道285号 1983 77 秋田県 秋田県 五城目町 Ⅱ

生鼻崎トンネル (ｵｲﾊﾞﾅｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道101号 1978 462 秋田県 秋田県 男鹿市 Ⅲ
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生鼻崎第２トンネル (ｵｲﾊﾞﾅｻｷﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道101号 2007 723 秋田県 秋田県 男鹿市 Ⅲ

戸賀トンネル (ﾄｶﾞﾄﾝﾈﾙ) (主)男鹿半島線 2007 284 秋田県 秋田県 男鹿市 Ⅱ

館山トンネル (ﾀﾃﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) (主)男鹿半島線 1983 127 秋田県 秋田県 男鹿市 Ⅱ

手形トンネル (ﾃｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ) (主)秋田昭和線 1994 276 秋田県 秋田県 秋田市 Ⅲ

赤倉トンネル (ｱｶｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道108号 1984 238 秋田県 秋田県 由利本荘市 Ⅲ

西久米トンネル (ﾆｼｸﾒﾄﾝﾈﾙ) 国道108号 1988 505 秋田県 秋田県 由利本荘市 Ⅲ

松ノ木トンネル (ﾏﾂﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 国道108号 1996 1744 秋田県 秋田県 由利本荘市 Ⅱ

矢向トンネル (ﾔﾑｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道105号 1985 282 秋田県 秋田県 大仙市 Ⅲ

矢立トンネル (ﾔﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 国道105号 1999 264 秋田県 秋田県 大仙市 Ⅱ

松嶺トンネル (ﾏﾂﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道341号 1981 512 秋田県 秋田県 仙北市 Ⅲ

中嶺トンネル (ﾅｶﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道341号 1980 156 秋田県 秋田県 仙北市 Ⅲ

楢森トンネル (ﾅﾗﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道341号 1980 445 秋田県 秋田県 仙北市 Ⅲ

羽広トンネル (ﾊﾋﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) (主)神岡南外東由利線 1995 141 秋田県 秋田県 横手市 Ⅲ

坂部トンネル (ｻｶﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) (主)神岡南外東由利線 1995 161 秋田県 秋田県 横手市 Ⅲ

白沢トンネル (ｼﾗｻﾜﾄﾝﾈﾙ) (主)神岡南外東由利線 1986 215 秋田県 秋田県 横手市 Ⅲ

大森山トンネル (ｵｵﾓﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道397号 1976 596 秋田県 秋田県 東成瀬村 Ⅲ

千秋トンネル (ｾﾝｼｭｳﾄﾝﾈﾙ) 市道秋田環状2号線 1978 189 秋田市 秋田県 秋田市 Ⅱ

山手台フォレストパス (ﾔﾏﾃﾀﾞｲﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｽ) 市道山手台1号線 1998 229 秋田市 秋田県 秋田市 Ⅱ

五百刈沢隧道 (ｺﾞﾋｬｯｶﾘｻﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道五百刈沢道線 1941 85 秋田市 秋田県 秋田市 Ⅱ

平尾鳥トンネル (ﾋﾗｵﾄﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 市道竹ﾉ花藤森線 2001 160 秋田市 秋田県 秋田市 Ⅲ

小又沢トンネル (ｵﾏﾀｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道中の沢線 2004 45 秋田市 秋田県 秋田市 Ⅱ

遅沢トンネル (ｵｿｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 遅沢線 1986 294 大仙市 秋田県 大仙市 Ⅱ

椈森トンネル (ﾌﾞﾅﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 市道ﾌﾞﾅ森2号線 2001 1511 北秋田市 秋田県 北秋田市 Ⅲ

大峠トンネル (ｵｵﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道121号 1985 3940 福島県 山形県 米沢市 Ⅲ

羽鳥隧道 (ﾊﾄﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道白河･羽鳥線 1943 70 福島県 福島県 天栄村 Ⅲ

江持隧道 (ｴﾓﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道江持･谷田川停車場線 1969 22 福島県 福島県 須賀川市 Ⅲ

三王坂トンネル (ｻﾝﾉｳｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 国道294号 1980 304 福島県 福島県 郡山市 Ⅲ

風越トンネル (ｶｻﾞｺｼﾄﾝﾈﾙ) 国道349号 1983 368 福島県 福島県 小野町 Ⅲ

羽鳥トンネル (ﾊﾄﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道118号 1997 588 福島県 福島県 天栄村 Ⅲ

雁股田トンネル (ｶﾘﾏﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ)
県道矢吹小野線（あぶくま高原
道路）

2003 639 福島県 福島県 小野町 Ⅲ

上蓬田トンネル (ｶﾐﾖﾓｷﾞﾀﾞﾄﾝﾈﾙ)
県道矢吹小野線（あぶくま高原
道路）

2003 184 福島県 福島県 平田村 Ⅲ

こまちトンネル（上り） (ｺﾏﾁﾄﾝﾈﾙ)
県道矢吹小野線（あぶくま高原
道路）

2002 115 福島県 福島県 小野町 Ⅲ

こまちトンネル（下り） (ｺﾏﾁﾄﾝﾈﾙ)
県道矢吹小野線（あぶくま高原
道路）

2002 115 福島県 福島県 小野町 Ⅲ

矢祭トンネル (ﾔﾏﾂﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道118号 1974 206 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

藤衣岩トンネル (ﾌｼﾞｺﾛﾓｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道118号 1976 57 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

剣桂トンネル (ｹﾝｶﾂﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道289号 1981 109 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

縞石トンネル (ｼﾏｲｼﾄﾝﾈﾙ) 国道289号 1986 175 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

安心坂トンネル (ｱﾝｼﾝｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 国道289号 1991 888 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

きびたきトンネル（新道） (ｷﾋﾞﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道289号 2005 1020 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

棚倉トンネル (ﾀﾅｸﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道118号 2000 456 福島県 福島県 棚倉町 Ⅲ

甲子トンネル (ｶｼﾄﾝﾈﾙ) 国道289号 2008 4345 福島県 福島県 西郷村 Ⅲ
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日中トンネル (ﾆｯﾁｭｳﾄﾝﾈﾙ) 国道121号 1981 952 福島県 福島県 喜多方市 Ⅲ

塩峯トンネル (ｼｵﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 県道上郷･舟渡線 1995 211 福島県 福島県 喜多方市 Ⅲ

野鳥の森トンネル (ﾔﾁｮｳﾉﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道会津若松･裏磐梯線 2009 159 福島県 福島県 北塩原村 Ⅱ

滝トンネル (ﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 県道原町･浪江線 1977 157 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

赤根トンネル (ｱｶﾈﾄﾝﾈﾙ) 県道原町･浪江線 1978 94 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

望洋平トンネル (ﾎﾞｳﾖｳﾀﾞｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道288号 1998 440 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

石ポロ坂トンネル (ｲｼﾎﾟﾛｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道原町･川俣線 2005 647 福島県 福島県 飯舘村 Ⅱ

手古岡トンネル (ﾃｺｵｶﾄﾝﾈﾙ) 国道399号 2009 210 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

大沢トンネル (ｵｵｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道榎株･大沢 1939 102 いわき市 福島県 いわき市 Ⅲ

江名トンネル (ｴﾅﾄﾝﾈﾙ) 市道四倉･永崎 不明 121 いわき市 福島県 いわき市 Ⅱ

三沢トンネル (ﾐｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道関船･三沢 不明 76 いわき市 福島県 いわき市 Ⅲ

八仙トンネル (ﾊｯｾﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道下浅貝･亀ﾉ尾 不明 45 いわき市 福島県 いわき市 Ⅲ

夕筋隧道 (ﾕｳｽｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道大平･夕筋線 不明 50 広野町 福島県 広野町 Ⅱ

日足トンネル (ﾆｯｿｸﾄﾝﾈﾙ) 国道122号 1978 2765 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

青柳トンネル (ｱｵﾔｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道23号線 1984 235 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

野門トンネル (ﾉｶﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道23号線 1995 614 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

萱峠トンネル (ｶﾔﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道23号線 2002 390 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

瀬戸合トンネル (ｾﾄｱｲﾄﾝﾈﾙ) 県道23号線 2002 446 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

愛宕山トンネル (ｱﾀｺﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道23号線 2011 704 栃木県 栃木県 日光市 Ⅱ

神主山トンネル (ｺｳﾉｽﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道120号(日光宇都宮道路) 1981 908 栃木県道路公社 栃木県 日光市 Ⅱ

鳴虫山トンネル (ﾅｷﾑｼﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道120号(日光宇都宮道路) 1981 967 栃木県道路公社 栃木県 日光市 Ⅱ

二俣トンネル (ﾌﾀﾏﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道日向南郷大原線 1960 32 群馬県 群馬県 沼田市 Ⅲ

白砂トンネル (ｼﾗｽﾅﾄﾝﾈﾙ) 国道405号 1967 112 群馬県 群馬県 中之条町 Ⅱ

梅田トンネル (ｳﾒﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道桐生田沼線 1978 272 群馬県 群馬県 桐生市 Ⅱ

広富トンネル (ﾋﾛﾄﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道沼田大間々線 1996 102 群馬県 群馬県 沼田市 Ⅱ

高泉トンネル (ﾀｶｲｽﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道沼田大間々線 1996 423 群馬県 群馬県 沼田市 Ⅱ

赤根トンネル (ｱｶﾈﾄﾝﾈﾙ) 県道渋川下新田線 1998 913 群馬県 群馬県 高山村 Ⅲ

楡高トンネル (ﾆﾚﾀｶﾄﾝﾈﾙ) 県道沼田大間々線 2003 1281 群馬県 群馬県 桐生市 Ⅱ

大庭隧道 (ｵｵﾆﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道南郷園原ﾀﾞﾑ線 1960 166 沼田市 群馬県 沼田市 Ⅲ

中尾トンネル (ﾅｶｵﾄﾝﾈﾙ) 市道M-658号線 1997 82 さいたま市 埼玉県 さいたま市 Ⅱ

太子坂トンネル (ﾀｲｺｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道273号線 1970 71 千葉県 千葉県 御宿町 Ⅱ

江孫隧道 (ｴﾏｺﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道南総月出線 1921 20 千葉県 千葉県 市原市 Ⅲ

鶴舞第一隧道 (ﾂﾙﾏｲﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道加茂長南線 1968 48 千葉県 千葉県 市原市 Ⅲ

寺の谷歩道トンネル (ﾃﾗﾉﾔﾂﾎﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道128号 1990 99 千葉県 千葉県 勝浦市 Ⅱ

作田隧道 (ｻｸﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道151号線 1967 75 千葉県 千葉県 いすみ市 Ⅱ

越口隧道 (ｺｼｸﾞﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道176号線 1966 54 千葉県 千葉県 いすみ市 Ⅱ

南郷隧道 (ﾅﾝｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道南総一宮線 1912 56 千葉県 千葉県 市原市 Ⅲ

串浜隧道 (ｸｼﾊﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道128号旧道 1955 86 千葉県 千葉県 勝浦市 Ⅱ

新筒森トンネル (ｼﾝﾂﾂﾓﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道465号 2012 394 千葉県 千葉県 大多喜町 Ⅱ

湯沢トンネル (ﾕｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 町道1-106号線 不明 36 鋸南町 千葉県 鋸南町 Ⅲ

岩井袋トンネル (ｲﾜｲﾌｸﾛﾄﾝﾈﾙ) 町道1-105号線 不明 109 鋸南町 千葉県 鋸南町 Ⅲ
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小尾越トンネル (ｵﾋﾞｺｼﾄﾝﾈﾙ) 町道1-105号線 1983 51 鋸南町 千葉県 鋸南町 Ⅲ

内宿トンネル (ｳﾁｼﾞｭｸﾄﾝﾈﾙ) 町道2049号線 不明 30 鋸南町 千葉県 鋸南町 Ⅱ

勝六トンネル (ｶﾂﾛｸﾄﾝﾈﾙ) 町道1169号線 1995 75 鋸南町 千葉県 鋸南町 Ⅲ

２号トンネル (ﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 特別区道第550号路線 1934 16 渋谷区 東京都 渋谷区 Ⅱ

中大隧道 (ﾁｭｳﾀﾞｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道由木86号線 1978 261 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

水甫トンネル (ﾐｽﾞﾎﾄﾝﾈﾙ) 市道由木597号線 1997 57 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

星谷坂トンネル (ﾎｼﾔｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 八王子市幹線1級43号線 2000 66 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大谷・石川トンネル (ｵｵﾔ･ｲｼｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 市道八王子1375号線 1999 23 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

由井１００２号線立体交差 (ﾕｲ1002ｺﾞｳｾﾝﾘｯﾀｲｺｳｻ) 八王子市幹線1級46号線 2002 92 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

町田市境 (ﾏﾁﾀﾞｼｻｶｲ) 市道由木804号線 2003 40 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大村トンネル (ｵｵﾑﾗﾄﾝﾈﾙ) 村道大村清瀬ﾄﾝﾈﾙ線 1938 59 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

清瀬トンネル (ｷﾖｾﾄﾝﾈﾙ) 村道大村清瀬ﾄﾝﾈﾙ線 1939 191 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

沼間隧道 (ﾇﾏﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 横須賀逗子 1976 105 神奈川県 神奈川県 横須賀市 Ⅱ

毘沙門隧道 (ﾋﾞｼｬﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 上宮田金田三崎港 1999 278 神奈川県 神奈川県 三浦市 Ⅱ

星山隧道 (ﾎｼﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 逗子葉山横須賀 1993 185 神奈川県 神奈川県 三浦市 Ⅱ

関根隧道 (ｾｷﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 逗子葉山横須賀 1993 226 神奈川県 神奈川県 横須賀市 Ⅱ

南郷隧道 (ﾅﾝｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 逗子葉山横須賀 1998 890 神奈川県 神奈川県 葉山町 Ⅱ

竜神隧道 (ﾘｭｳｼﾞﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 逗子葉山横須賀 2002 295 神奈川県 神奈川県 逗子市 Ⅱ

新沢隧道 (ｼﾝｻﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 逗子葉山横須賀 2003 929 神奈川県 神奈川県 葉山町 Ⅱ

逗子隧道 (ｽﾞｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 鎌倉葉山 1966 110 神奈川県 神奈川県 逗子市 Ⅱ

新逗子隧道 (ｼﾝｽﾞｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 鎌倉葉山 1972 101 神奈川県 神奈川県 逗子市 Ⅱ

新小坪隧道 (ｼﾝｺﾂﾎﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 鎌倉葉山 1970 139 神奈川県 神奈川県 逗子市 Ⅱ

新大仏隧道 (ｼﾝﾀﾞｲﾌﾞﾂｽﾞｲﾄﾞｳ) 藤沢鎌倉 1957 130 神奈川県 神奈川県 鎌倉市 Ⅱ

大仏隧道 (ﾀﾞｲﾌﾞﾂｽﾞｲﾄﾞｳ) 藤沢鎌倉 2009 130 神奈川県 神奈川県 鎌倉市 Ⅱ

竜宝寺トンネル (ﾘｭｳﾎｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 阿久和鎌倉 1970 52 神奈川県 神奈川県 鎌倉市 Ⅱ

玉縄トンネル (ﾀﾏﾅﾜﾄﾝﾈﾙ) 阿久和鎌倉 1968 62 神奈川県 神奈川県 鎌倉市 Ⅱ

関口立体 (ｾｷｸﾞﾁﾘｯﾀｲ) 藤沢座間厚木 2010 162 神奈川県 神奈川県 厚木市 Ⅲ

長坂立体 (ﾅｶﾞｻｶﾘｯﾀｲ) 藤沢座間厚木 2010 64 神奈川県 神奈川県 厚木市 Ⅲ

大洞隧道 (ｵｵﾎﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 秦野清川 2005 50 神奈川県 神奈川県 清川村 Ⅱ

塩水隧道 (ｼｵﾐｽﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 秦野清川 1935 21 神奈川県 神奈川県 清川村 Ⅱ

座間隧道 (ｻﾞﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 町田厚木 1971 109 神奈川県 神奈川県 座間市 Ⅱ

相模原隧道 (ｻｶﾞﾐﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 町田厚木 1939 60 神奈川県 神奈川県 座間市 Ⅱ

新箒沢隧道 (ｼﾝﾎｳｷｻﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 山北藤野 1995 96 神奈川県 神奈川県 山北町 Ⅱ

鴨沢隧道 (ｶﾓｻﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 平塚松田 1984 51 神奈川県 神奈川県 中井町 Ⅱ

下原トンネル (ｼﾓﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 御殿場大井 1971 296 神奈川県 神奈川県 南足柄市 Ⅱ

東隧道 (ｱｽﾞﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道天王第366号線 1930 168 横浜市 神奈川県 横浜市 Ⅱ

神明第一トンネル (ｼﾝﾒｲﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道7777号線 1980 241 横須賀市 神奈川県 横須賀市 Ⅲ

神明第二トンネル (ｼﾝﾒｲﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道7777号線 1980 233 横須賀市 神奈川県 横須賀市 Ⅲ

神明第三トンネル (ｼﾝﾒｲﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道7777号線 不明 291 横須賀市 神奈川県 横須賀市 Ⅲ

城山トンネル (ｼﾞｮｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 町道幹線16号線 1997 277 大磯町 神奈川県 大磯町 Ⅲ

大磯二宮隧道 (ｵｵｲｿﾆﾉﾐﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道幹線30号線 1985 38 大磯町 神奈川県 大磯町 Ⅱ
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二宮隧道 (ﾆﾉﾐﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) １級町道１４号線 1964 55 二宮町 神奈川県 二宮町 Ⅱ

二宮大磯隧道 (ﾆﾉﾐﾔｵｵｲｿｽﾞｲﾄﾞｳ) １級町道６号線 1983 30 二宮町 神奈川県 二宮町 Ⅱ

釜野隧道 (ｶﾏﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) １級町道１１号線 1978 96 二宮町 神奈川県 二宮町 Ⅱ

保倉隧道 (ﾎｸﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道253号 1972 90 新潟県 新潟県 上越市 Ⅲ

岡隧道 (ｵｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道253号 1971 43 新潟県 新潟県 上越市 Ⅲ

儀明峠トンネル (ｷﾞﾐｮｳﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道253号 1979 2053 新潟県 新潟県 上越市 Ⅲ

如月隧道 (ｷｻﾗｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道459号 1965 110 新潟県 新潟県 阿賀町 Ⅱ

弥生隧道 (ﾔﾖｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道459号 1964 17 新潟県 新潟県 阿賀町 Ⅱ

卯月隧道 (ｳｽﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道459号 1964 56 新潟県 新潟県 阿賀町 Ⅱ

水無月隧道 (ﾐﾅﾂﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道459号 1963 55 新潟県 新潟県 阿賀町 Ⅲ

水沢トンネル (ﾐｽﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道291号 2005 150 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

城ケ鼻トンネル (ｼﾞｮｳｶﾞﾊﾅﾄﾝﾈﾙ) 県道佐渡一周線 1997 36 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

岩石隧道 (ｶﾞﾝｼﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道山北関川線 1954 28 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

鷹之巣トンネル (ﾀｶﾉｽﾄﾝﾈﾙ) 国道353号 1955 43 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

荒谷トンネル (ｱﾗﾔﾄﾝﾈﾙ) 県道小栗山川口線 1977 292 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

後山トンネル (ｳｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道大和焼野線 1990 1205 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

中永トンネル (ﾁｭｳｴｲﾄﾝﾈﾙ) 国道352号 2001 1879 新潟県 新潟県 出雲崎町 Ⅲ

妙高トンネル (ﾐｮｳｺｳﾄﾝﾈﾙ) 県道妙高高原公園線 1989 601 新潟県 新潟県 妙高市 Ⅲ

人面トンネル (ﾋﾄﾂﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道290号 1983 380 新潟県 新潟県 三条市 Ⅱ

美佐島トンネル (ﾐｻｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道291号 1998 323 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

日本国トンネル (ﾆﾎﾝｺｸﾄﾝﾈﾙ) 県道山北関川線 1999 336 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

鏡岩トンネル (ｶｶﾞﾐｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道山北関川線 2001 158 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

石峠トンネル (ｲｼﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道290号 1992 1045 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

豊葦隧道 (ﾄﾖｱｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道飯山斑尾新井線 1932 57 新潟県 新潟県 妙高市 Ⅲ

南片辺トンネル (ﾐﾅﾐｶﾀﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道佐渡一周線 2004 1911 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

蘭木トンネル (ｳﾄｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道小千谷川口大和線 1989 590 新潟県 新潟県 小千谷市 Ⅲ

北鵜島1号トンネル (ｷﾀｳｼﾏ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道佐渡一周線 1966 14 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

北鵜島2号トンネル (ｷﾀｳｼﾏ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道佐渡一周線 1966 14 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

北鵜島3号トンネル (ｷﾀｳｼﾏ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道佐渡一周線 1966 20 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

関見隧道 (ｾｷﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道妙高高原公園線 1958 57 新潟県 新潟県 妙高市 Ⅲ

竹沢トンネル (ﾀｹｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道291号 2006 26 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅱ

大積トンネル (ｵｵﾂﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道柏崎高浜堀之内線 2000 1334 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

武石トンネル (ﾀｹｲｼﾄﾝﾈﾙ) 国道291号 1986 831 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅱ

大崎トンネル (ｵｵｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道291号 1980 259 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

清津峡第2トンネル (ｷﾖﾂｷｮｳﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 国道353号 1982 646 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

清津峡第1トンネル (ｷﾖﾂｷｮｳﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ) 国道353号 1982 180 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

1号折立トンネル (1ｺﾞｳｵﾘﾀﾞﾃﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1954 184 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

2号西ノ沢トンネル (2ｺﾞｳﾆｼﾉｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1954 169 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

8号小屋場トンネル (8ｺﾞｳｺﾔﾊﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1955 74 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

11号栃ノ木トンネル (11ｺﾞｳﾄﾁﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1956 68 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

清津公園トンネル (ｷﾖﾂｺｳｴﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道清津公園線 1998 179 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ
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七滝トンネル (ﾅﾅﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 県道内ﾉ倉公園線 1967 327 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅲ

高館トンネル (ﾀｶﾀﾞﾃﾄﾝﾈﾙ) 国道353号 2008 1202 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

六十里越隧道 (ﾛｸｼﾞｭｳﾘｺｴｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道252号 1966 789 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

高倉隧道 (ﾀｶｸﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道山北関川線 1962 55 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

4号猿沢トンネル (4ｺﾞｳｻﾙｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1954 100 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

5号駒見トンネル (5ｺﾞｳｺﾏﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1955 37 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

7号吹上トンネル (7ｺﾞｳﾌｷｱｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道小出奥只見線 1955 64 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

角石原トンネル (ｶﾄﾞｲｼﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道新発田津川線 1963 45 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅱ

岩瀬トンネル (ｲﾜｾﾄﾝﾈﾙ) 国道403号 2014 279 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

七浦トンネル (ﾅﾅｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道402号 1974 42 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

大谷トンネル (ｵｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道402号 1974 100 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

角海トンネル (ｶｸﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道402号 1975 585 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

畳ヶ浦トンネル (ﾀﾀﾐｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道402号 1975 198 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

城山トンネル (ｼﾞｮｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ)
市区町村道（その他）市道柏崎
21-127号線

1994 322 柏崎市 新潟県 柏崎市 Ⅱ

大牧トンネル (ｵｵﾏｷﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1977 1330 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

五箇山トンネル (ｺﾞｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道304号 1984 3072 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

琴音トンネル (ｺﾄﾈﾄﾝﾈﾙ) 市道うなづき湖線 1984 639 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

弥太蔵トンネル (ﾔﾀｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道うなづき湖線 1985 166 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

瀬々薙トンネル (ｾｾﾅｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道うなづき湖線 1988 254 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

恒性寺トンネル (ｺｳｼﾖｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ)
立山有料道路(県道富山立山公
園線)

1970 770 富山県道路公社 富山県 立山町 Ⅲ

美女平トンネル (ﾋﾞｼﾞﾖﾀﾞｲﾗﾄﾝﾈﾙ)
立山有料道路(県道富山立山公
園線)

1970 272 富山県道路公社 富山県 立山町 Ⅱ

乙ヶ崎隧道 (ｵﾄｶﾞｻｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道249号 1965 140 石川県 石川県 穴水町 Ⅲ

七海第一隧道 (ﾋﾂﾐﾀﾞｲ1ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道249号 1965 110 石川県 石川県 穴水町 Ⅱ

七海第二隧道 (ﾋﾂﾐﾀﾞｲ2ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道249号 1967 148 石川県 石川県 穴水町 Ⅱ

七海第三隧道 (ﾋﾂﾐﾀﾞｲ3ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道249号 1967 80 石川県 石川県 穴水町 Ⅱ

釜清水隧道 (ｶﾏｼﾐｽﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道360号 1978 224 石川県 石川県 白山市 Ⅲ

釜谷第一隧道 (ｶﾏﾀﾆﾀﾞｲ1ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道157号 1978 75 石川県 石川県 白山市 Ⅲ

釜谷第二隧道 (ｶﾏﾀﾆﾀﾞｲ2ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道157号 1978 540 石川県 石川県 白山市 Ⅱ

深瀬隧道 (ﾌｶｾﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道157号 1978 550 石川県 石川県 白山市 Ⅱ

熊野隧道 (ｸﾏﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道1号 1985 486 石川県 石川県 輪島市 Ⅲ

新福浦隧道 (ｼﾝﾌｸｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道36号 1988 265 石川県 石川県 志賀町 Ⅱ

乙ヶ崎歩道トンネル (ｵﾄｶﾞｻｷﾎﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道249号 1995 145 石川県 石川県 穴水町 Ⅱ

鵜島トンネル (ｳｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道249号 1999 377 石川県 石川県 珠洲市 Ⅱ

無患子トンネル (ﾑｸﾛｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道55号 1999 603 石川県 石川県 能美市 Ⅱ

光浦トンネル (ﾋｶﾘｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道38号 1999 185 石川県 石川県 輪島市 Ⅱ

みす滝トンネル (ﾐｽﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道364号 2007 451 石川県 石川県 加賀市 Ⅱ

河南トンネル (ｶﾜﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道142号 2009 169 石川県 石川県 加賀市 Ⅱ

宇出津第１隧道 (ｳｼﾂﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道1級藤波宇出津2号線 1958 138 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

宇出津第１歩道隧道 (ｳｼﾂﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道1級藤波宇出津2号線 1972 157 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

宇出津第２隧道 (ｳｼﾂﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道1級宇出津8号線 1965 125 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

宇出津第３隧道 (ｳｼﾂﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道1級宇出津8号線 1964 65 能登町 石川県 能登町 Ⅱ
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姫小木トンネル (ﾋﾒｵｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 町道1級姫1号線 1994 160 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

姫隧道 (ﾋﾒｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道真脇姫1号線 1967 177 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

小木トンネル (ｵｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 町道小木市之瀬1号線 1965 158 能登町 石川県 能登町 Ⅱ

市之瀬トンネル (ｲﾁﾉｾﾄﾝﾈﾙ) 町道小木市之瀬1号線 1998 137 能登町 石川県 能登町 Ⅲ

真名狭トンネル (ﾏﾅｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 国道157号 1970 160 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

新丁トンネル (ｼﾝﾖｳﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1991 593 福井県 福井県 大野市 Ⅱ

影路トンネル (ｶｹﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1976 603 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

野尻トンネル (ﾉｼﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1965 191 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

箱ヶ瀬トンネル (ﾊｺｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1967 138 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

下半原トンネル (ｼﾓﾊﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1976 145 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

油坂トンネル (ｱﾌﾞﾗｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1999 109 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

丁トンネル (ﾖｳﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道476号 1982 209 福井県 福井県 大野市 Ⅲ

暮見トンネル (ｸﾚﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道157号 1980 557 福井県 福井県 勝山市 Ⅲ

下荒井トンネル (ｼﾓｱﾗｲﾄﾝﾈﾙ) 国道157号 1969 477 福井県 福井県 勝山市 Ⅲ

赤岩トンネル (ｱｶｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道藤巻下荒井線 1986 23 福井県 福井県 勝山市 Ⅲ

潮見トンネル (ｼｵﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1990 128 福井県 福井県 南越前町 Ⅱ

大松トンネル (ﾀﾞｲﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1997 218 福井県 福井県 南越前町 Ⅱ

河野トンネル (ｺｳﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1975 141 福井県 福井県 南越前町 Ⅲ

尼御前トンネル (ｱﾏｺﾞｾﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1978 94 福井県 福井県 南越前町 Ⅱ

ホノケ山トンネル (ﾎﾉｹﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 2013 2709 福井県 福井県 南越前町 Ⅱ

板垣トンネル (ｲﾀｶﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 国道417号 1988 350 福井県 福井県 池田町 Ⅲ

鳥越トンネル (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 国道417号 1981 128 福井県 福井県 越前市 Ⅲ

玉川トンネル (ﾀﾏｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1992 952 福井県 福井県 越前町 Ⅲ

一本木隧道 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道305号 1970 51 福井県 福井県 越前町 Ⅲ

黒崎トンネル (ｸﾛｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道305号 1987 221 福井県 福井県 越前町 Ⅱ

高佐隧道 (ﾀｶｻｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道305号 1968 66 福井県 福井県 越前町 Ⅱ

山中トンネル (ﾔﾏﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 国道365号 1989 430 福井県 福井県 越前町 Ⅲ

八田トンネル (ﾊｯﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道365号 1988 313 福井県 福井県 越前町 Ⅲ

天筒山トンネル (ﾃﾂﾞﾂﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道476号 1995 184 福井県 福井県 敦賀市 Ⅲ

刀根トンネル (ﾄﾈﾄﾝﾈﾙ) 県道敦賀柳ヶ瀬線 1976 218 福井県 福井県 敦賀市 Ⅲ

白木トンネル (ｼﾗｷﾄﾝﾈﾙ) 県道竹波立石縄間線 1985 737 福井県 福井県 美浜町 Ⅲ

伊良谷トンネル (ｲﾗﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道今庄杉津線 1893 475 福井県 福井県 敦賀市 Ⅲ

芦谷トンネル (ｱｼﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道今庄杉津線 1893 223 福井県 福井県 敦賀市 Ⅱ

曲谷トンネル (ﾏｶﾞﾘﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道今庄杉津線 1893 259 福井県 福井県 敦賀市 Ⅲ

第２観音寺トンネル (ﾀﾞｲﾆｶﾝﾉﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道今庄杉津線 1893 310 福井県 福井県 敦賀市 Ⅲ

第１観音寺トンネル (ﾀﾞｲｲﾁｶﾝﾉﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道今庄杉津線 1893 82 福井県 福井県 敦賀市 Ⅱ

塩坂越トンネル (ｼｬｸｼﾄﾝﾈﾙ) 県道常神三方線 1992 418 福井県 福井県 若狭町 Ⅲ

常神トンネル (ﾂﾈｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道常神三方線 1967 80 福井県 福井県 若狭町 Ⅱ

門谷トンネル (ﾓﾝﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道162号 1973 100 福井県 福井県 おおい町 Ⅱ

小倉トンネル (ｵｸﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道162号 1982 260 福井県 福井県 おおい町 Ⅱ

石山トンネル (ｲｼﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道坂本高浜線 1973 94 福井県 福井県 おおい町 Ⅱ
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三松トンネル (ﾐﾂﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 県道舞鶴野原港高浜線 1970 132 福井県 福井県 高浜町 Ⅲ

三松第２トンネル (ﾐﾂﾏﾂﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道舞鶴野原港高浜線 1982 213 福井県 福井県 高浜町 Ⅲ

鷲崎トンネル (ﾜｼｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 市道西浦1号線 2014 761 敦賀市 福井県 敦賀市 Ⅰ

鍛治屋坂隧道 (ｶｼﾞﾔｻﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 都留道志線 1967 121 山梨県 山梨県 都留市 Ⅱ

大野歩道トンネル (ｵｵﾉﾎﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市川三郷身延線 不明 122 山梨県 山梨県 身延町 Ⅱ

小屋坂トンネル (ｺﾔｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道254号 1988 220 長野県 長野県 上田市 Ⅲ

鹿教湯トンネル (ｶｹﾕﾄﾝﾈﾙ) 国道254号 1979 707 長野県 長野県 上田市 Ⅱ

笠岩トンネル (ｶｻｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道254号 1978 63 長野県 長野県 上田市 Ⅱ

あけぼのトンネル (ｱｹﾎﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道152号 1983 312 長野県 長野県 茅野市 Ⅱ

安国寺トンネル (ｱﾝｺｸｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道152号 1997 230 長野県 長野県 茅野市 Ⅱ

中御所トンネル (ﾅｶｺﾞｼｮﾄﾝﾈﾙ) 県道75号線 1969 18 長野県 長野県 駒ヶ根市 Ⅲ

洞トンネル (ﾎﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道210号線 1963 34 長野県 長野県 中川村 Ⅱ

桑原トンネル (ｸﾜﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道210号線 1965 43 長野県 長野県 中川村 Ⅲ

陽皐トンネル (ﾋｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道151号 1977 72 長野県 長野県 下條村 Ⅱ

雲雀沢トンネル (ﾋﾊﾞﾘｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道151号 1982 121 長野県 長野県 下條村 Ⅱ

根吹トンネル (ﾈﾌﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 国道151号 1998 50 長野県 長野県 阿南町 Ⅱ

新野トンネル (ﾆｲﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道151号 1992 102 長野県 長野県 阿南町 Ⅱ

親田トンネル (ｵﾔﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道1号線 1979 184 長野県 長野県 阿南町 Ⅱ

鹿の島トンネル (ｶﾉｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道1号線 1982 118 長野県 長野県 阿南町 Ⅱ

村影トンネル (ﾑﾗｶｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道1号線 1982 182 長野県 長野県 阿南町 Ⅱ

大平トンネル (ｵｵﾀﾞｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道8号線 1942 45 長野県 長野県 飯田市 Ⅲ

萸野トンネル (ｸﾞﾐﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道46号線 1995 365 長野県 長野県 根羽村 Ⅱ

刈谷原トンネル (ｶﾘﾔﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道143号 1968 380 長野県 長野県 松本市 Ⅲ

入山①トンネル (ﾆｭｳﾔﾏ①ﾄﾝﾈﾙ) 県道26号線 1968 263 長野県 長野県 松本市 Ⅱ

松本空港トンネル (ﾏﾂﾓﾄｸｳｺｳﾄﾝﾈﾙ) 県道115号線 1993 178 長野県 長野県 塩尻市 Ⅱ

朝日街道跨線橋トンネル (ｱｻﾋｶｲﾄﾞｳｺｾﾝｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道292号線 1980 149 長野県 長野県 塩尻市 Ⅱ

青木湖１号トンネル (ｱｵｷｺ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1998 196 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

青木湖２号トンネル (ｱｵｷｺ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1998 269 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

青木湖３号トンネル (ｱｵｷｺ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1998 50 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

青木湖４号トンネル (ｱｵｷｺ4ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1998 50 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

新佐野坂トンネル (ｼﾝｻﾉｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1998 369 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

塩坂トンネル (ｼｵｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1997 1055 長野県 長野県 小谷村 Ⅱ

湯原トンネル (ﾕﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道148号 1994 603 長野県 長野県 小谷村 Ⅱ

三日町トンネル (ﾐｯｶﾏﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道31号線 1996 283 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

相川トンネル (ｱｲｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道55号線 1987 122 長野県 長野県 大町市 Ⅱ

鳴岩トンネル (ﾅﾙｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道349号線 1953 155 長野県 長野県 須坂市 Ⅱ

箕堂トンネル (ﾐﾉﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道349号線 1992 167 長野県 長野県 須坂市 Ⅱ

蓮池トンネル (ﾊｽｲｹﾄﾝﾈﾙ) 国道292号 1996 68 長野県 長野県 山ノ内町 Ⅱ

竹原トンネル (ﾀｹﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道292号 1997 42 長野県 長野県 中野市 Ⅱ

青倉トンネル (ｱｵｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道117号 1988 658 長野県 長野県 栄村 Ⅲ

あさがみトンネル (ｱｻｶﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道117号 1993 410 長野県 長野県 野沢温泉村 Ⅲ
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吹上トンネル (ﾌｷｱｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道95号線 1997 65 長野県 長野県 飯山市 Ⅱ

牧ヶ原ふれあいトンネル (ﾏｷｶﾞﾊﾗﾌﾚｱｲﾄﾝﾈﾙ) 国道153号 1998 413 長野県 長野県 中川村 Ⅱ

雪見ヶ原トンネル (ﾕｷﾐｶﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道新野麦街道線 1999 193 松本市 長野県 松本市 Ⅲ

小海トンネル (ｺｳﾐﾄﾝﾈﾙ) 町道鎰掛土村線 1993 170 小海町 長野県 小海町 Ⅱ

矢櫃トンネル (ﾔﾋﾞﾂﾄﾝﾈﾙ) 村道長瀬秋山線 1995 96 栄村 長野県 栄村 Ⅱ

本巣トンネル (ﾓﾄｽﾄﾝﾈﾙ) 国道157号 1990 1483 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅲ

日当平野トンネル (ﾋﾅﾀﾋﾗﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道157号 2009 810 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

平井坂トンネル (ﾋﾗｲｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道岐阜美山線 2008 659 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅱ

彦坂トンネル (ﾋｺｻｶﾄﾝﾈﾙ) 県道安食粟野線 1987 170 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

兎走山トンネル (ｳｿｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道上白金真砂線 1986 235 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

久瀬トンネル (ｸｾﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1982 2133 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

名倉トンネル (ﾅｸﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1982 286 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

樫原トンネル (ｶｼﾜﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1982 650 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

椿井野トンネル (ﾂﾊﾞｲﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1981 555 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

高山谷トンネル (ﾀｶﾔﾏﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1997 286 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

北山トンネル (ｷﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道揖斐峡公園線 1939 60 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

阿木トンネル (ｱｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道美濃加茂和良線 1998 130 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

火打坂トンネル (ﾋｳﾁｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道美濃加茂和良線 1998 153 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

九頭師坂トンネル (ｸﾂﾞｼｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道美山洞戸線 1982 126 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

棚洞トンネル (ﾀﾅﾎﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道神野美濃線 1986 120 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

大矢田トンネル (ｵﾔﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道上野関線 1971 347 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

乙姫トンネル (ｵﾄﾋﾒﾄﾝﾈﾙ) 国道256号 1971 40 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

坂本トンネル (ｻｶﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道472号 1979 1297 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

越佐トンネル (ｺｯｻﾄﾝﾈﾙ) 県道白鳥板取線 2000 442 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

一谷坂トンネル (ｲｯﾀﾝｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道剣大間見白鳥線 1985 185 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

郡上八幡トンネル (ｸﾞｼﾞｮｳﾊﾁﾏﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道寒水八幡線 1991 609 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

安渡沢トンネル (ｱﾝﾄﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道418号 1953 32 岐阜県 岐阜県 八百津町 Ⅲ

柏木トンネル (ｶｼﾜｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道418号 1960 80 岐阜県 岐阜県 八百津町 Ⅲ

二股トンネル (ﾌﾀﾏﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道418号 1954 374 岐阜県 岐阜県 八百津町 Ⅲ

杉洞トンネル (ｽｷﾞﾎﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道関金山線 1987 94 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅱ

袋坂トンネル (ﾌｸﾛｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 県道関金山線 1985 560 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅲ

白川口トンネル (ｼﾗｶﾜｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道下呂白川線 1988 146 岐阜県 岐阜県 白川町 Ⅱ

蘇水峡トンネル (ｿｽｲｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道井尻八百津線 1954 224 岐阜県 岐阜県 八百津町 Ⅲ

飛出山トンネル (ﾄﾋﾞﾃﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道256号 1983 170 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅲ

城山トンネル (ｼﾞｮｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1986 340 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

野口トンネル (ﾉｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1978 162 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

花無山トンネル (ﾊﾅﾅｼﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1982 573 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

閑羅瀬第１トンネル (ｼｽﾞﾗｾﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道瑞浪大野瀬線 1967 57 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

閑羅瀬第２トンネル (ｼｽﾞﾗｾﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道瑞浪大野瀬線 1967 60 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

閑羅瀬第３トンネル (ｼｽﾞﾗｾﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道瑞浪大野瀬線 1967 130 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

竹原トンネル (ﾀｹﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1980 411 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ
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新日和田トンネル (ｼﾝﾋﾜﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1977 1017 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

かおれ第２トンネル (ｶｵﾚﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1973 9 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

かおれ第１トンネル (ｶｵﾚﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1970 21 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

菅原トンネル (ｽｶﾞﾜﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道金山明宝線 1975 80 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

岩瀬２号トンネル (ｲﾜｾﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1960 104 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

福島第１トンネル (ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1961 173 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

福島第２トンネル (ﾌｸｼﾏﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1961 233 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

新平瀬トンネル (ｼﾝﾋﾗｾﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1979 600 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

小呂トンネル (ｵﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1990 382 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

荻町トンネル (ｵｷﾞﾏﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1990 329 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

飯島トンネル (ｲｲｼﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1975 1873 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

新内ヶ戸トンネル (ｼﾝｳﾁｶﾞﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1980 1322 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

加須良トンネル (ｶｽﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1979 1038 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

越前トンネル (ｺｼﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 国道156号 1979 226 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

余之谷トンネル (ﾖﾉﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道158号 1969 120 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

白山１号トンネル (ﾊｸｻﾝｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道白山公園線 1950 130 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

白山２号トンネル (ﾊｸｻﾝｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道白山公園線 1950 256 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

岸奥トンネル (ｷｼｵｸﾄﾝﾈﾙ) 国道360号 1984 909 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

笹島トンネル (ｻｻｼﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道471号 1980 340 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

上山田トンネル (ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道神岡河合線 1979 61 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

稲越トンネル (ｲﾅｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 県道稲越角川停車場線 1974 75 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

上ヶ洞１号トンネル (ｶﾐｶﾞﾎﾗｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道彦六線 1966 216 高山市 岐阜県 高山市 Ⅲ

上ヶ洞２号トンネル (ｶﾐｶﾞﾎﾗﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道彦六線 1966 40 高山市 岐阜県 高山市 Ⅲ

上ヶ洞３号トンネル (ｶﾐｶﾞﾎﾗｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道彦六線 1968 153 高山市 岐阜県 高山市 Ⅲ

上ヶ洞４号トンネル (ｶﾐｶﾞﾎﾗﾖﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道彦六線 1968 122 高山市 岐阜県 高山市 Ⅲ

寺坂トンネル (ﾃﾗｻｶﾄﾝﾈﾙ) 市道稲成･田口線 1999 901 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

黒川東白川トンネル (ｸﾛｶﾜﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 町道黒川東白川線 2014 2070 白川町 岐阜県 白川町 Ⅱ

天城トンネル (ｱﾏｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道414号 1904 446 静岡県 静岡県 河津町 Ⅱ

小湊第１隧道 (ｺﾐﾅﾄﾀﾞｲ1ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道135号 1957 19 静岡県 静岡県 河津町 Ⅱ

小湊第２隧道 (ｺﾐﾅﾄﾀﾞｲ2ｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道135号 1957 68 静岡県 静岡県 河津町 Ⅲ

塚城トンネル (ﾂｶｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 県道下田石廊松崎線 1961 130 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅲ

熱川トンネル (ｱﾀｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道135号 1962 320 静岡県 静岡県 東伊豆町 Ⅲ

北川トンネル (ﾎｯｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道135号 1962 198 静岡県 静岡県 東伊豆町 Ⅲ

乳峯トンネル (ﾁﾁﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1963 122 静岡県 静岡県 下田市 Ⅱ

丹野トンネル (ﾀﾝﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道川上菊川線 1965 82 静岡県 静岡県 菊川市 Ⅱ

後山トンネル (ｳｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道掛川浜岡線 1968 85 静岡県 静岡県 掛川市 Ⅱ

婆娑羅トンネル (ﾊﾞｻﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道下田松崎線 1970 209 静岡県 静岡県 下田市 Ⅱ

弥陀山トンネル (ﾐﾀﾞｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道下田石廊松崎線 1971 81 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅲ

平羽根トンネル (ﾋﾗﾊﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1973 69 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

新田子トンネル (ｼﾝﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1973 169 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

大田子トンネル (ｵｵﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1973 102 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ
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小谷トンネル (ｺﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1975 185 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

下田第一トンネル (ｼﾓﾀﾞﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1976 82 静岡県 静岡県 下田市 Ⅱ

鍋失トンネル (ﾅﾍﾞｳｼﾅｲﾄﾝﾈﾙ) 国道414号 1979 308 静岡県 静岡県 河津町 Ⅱ

小洞トンネル (ｺﾎﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1981 162 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

賀茂トンネル (ｶﾓﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1981 466 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

三滝トンネル (ﾐﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1983 132 静岡県 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

不動トンネル (ﾌﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道接岨峡線 1984 133 静岡県 静岡県 川根本町 Ⅱ

土肥第２トンネル (ﾄｲﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1985 153 静岡県 静岡県 伊豆市 Ⅱ

瀬戸トンネル (ｾﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道301号 1987 97 静岡県 静岡県 湖西市 Ⅱ

立野トンネル (ﾀﾁﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道414号 1988 203 静岡県 静岡県 下田市 Ⅱ

東條トンネル (ﾄｳｼﾞﾖｳﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1990 97 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅱ

田面トンネル (ﾀｽﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1990 56 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅱ

白崎トンネル (ｼﾗｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1990 83 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅱ

長岡第１号トンネル (ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1991 243 静岡県 静岡県 伊豆の国市 Ⅱ

菅山トンネル (ｽｹﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道473号 1992 306 静岡県 静岡県 牧之原市 Ⅱ

峰山トンネル (ﾐﾈﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道414号 1993 189 静岡県 静岡県 河津町 Ⅱ

萩谷トンネル (ﾊｷﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1993 53 静岡県 静岡県 松崎町 Ⅱ

妻良トンネル (ﾒﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1994 177 静岡県 静岡県 南伊豆町 Ⅱ

小坂第２号トンネル (ｵｻｶﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道136号 1994 180 静岡県 静岡県 伊豆の国市 Ⅱ

松ケ瀬トンネル (ﾏﾂｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 県道島田川根線 1997 328 静岡県 静岡県 島田市 Ⅱ

丹原トンネル (ﾀﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道島田川根線 1997 491 静岡県 静岡県 島田市 Ⅱ

初瀬トンネル (ﾊﾂｾﾄﾈﾙ) 県道藤枝天竜線 2001 420 静岡県 静岡県 島田市 Ⅱ

新日本坂トンネル（下り） (ｼﾝﾆﾎﾝｻﾞｶﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 国道150号 1977 2205 静岡市 静岡県 静岡市 Ⅲ

金山トンネル (ｶﾅﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道梅ｹ島温泉昭和線 1977 27 静岡市 静岡県 静岡市 Ⅱ

珠数窪トンネル (ｼﾞﾕｽﾞｸﾎﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道梅ｹ島温泉昭和線 2002 360 静岡市 静岡県 静岡市 Ⅲ

大網トンネル (ｵｵｱﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道南ｱﾙﾌﾟｽ公園線 1996 528 静岡市 静岡県 静岡市 Ⅱ

大瀬隧道 (ｵｵｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道152号 1956 485 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

横山トンネル (ﾖｺﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道152号 1997 753 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

大川トンネル (ｵｵｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道152号 1982 357 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

船明隧道 (ﾌﾅｷﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道152号 1988 265 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

光路沢トンネル (ｺｳﾛｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道362号 1995 90 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

只来トンネル (ﾀﾀﾞﾗｲﾄﾝﾈﾙ) 国道362号 1992 339 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

岩井戸隧道 (ｲﾜｲﾄﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道大輪天竜線 1956 24 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅱ

鮎釣隧道 (ｱﾕﾂﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道大輪天竜線 1955 48 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅲ

扇岩隧道 (ｵｵｷﾞｲﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道大輪天竜線 1956 136 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅲ

鳥羽山洞門 (ﾄﾊﾞﾔﾏﾄﾞｳﾓﾝ) 市道天竜北鹿島城下線 1899 138 浜松市 静岡県 浜松市 Ⅲ

村松西トンネル (ﾑﾗﾏﾂﾆｼﾄﾝﾈﾙ) 市道太田村松線 不明 96 袋井市 静岡県 袋井市 Ⅱ

村松一色トンネル (ﾑﾗﾏﾂｲｯｼｷﾄﾝﾈﾙ) 市道村松宇刈線 1969 114 袋井市 静岡県 袋井市 Ⅱ

長坂トンネル (ﾅｶﾞｻｶﾄﾝﾈﾙ) 市道近江ヶ谷線 1983 98 袋井市 静岡県 袋井市 Ⅱ

田牛第３トンネル (ﾄｳｼﾞﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道田牛海岸線 1969 111 下田市 静岡県 下田市 Ⅱ

田牛第４トンネル (ﾄｳｼﾞﾀﾞｲﾖﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道田牛海岸線 1989 142 下田市 静岡県 下田市 Ⅱ
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道隈隧道 (ﾐﾁｸﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道道隈線 不明 108 下田市 静岡県 下田市 Ⅱ

間蔵坂トンネル (ﾏｸﾞﾗｻﾞｶ) 市道241号線 1977 52 御前崎市 静岡県 御前崎市 Ⅱ

塩買坂トンネル (ｼｮｳｶｲｻﾞｶ) 市道114号線 1983 187 御前崎市 静岡県 御前崎市 Ⅱ

佐栗谷トンネル (ｻｸﾘﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道南270号線 1966 50 菊川市 静岡県 菊川市 Ⅱ

宇久須隧道 (ｳｸﾞｽｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道黄金崎柴線 1932 78 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

安良里トンネル (ｱﾗﾘﾄﾝﾈﾙ) 町道田子安良里線 1930 99 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

今山トンネル (ｲﾏﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 町道今山線 1960 43 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅱ

唐太トンネル (ｶﾗﾌﾄﾄﾝﾈﾙ) 町道唐太浜田線 1975 27 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

田子隧道 (ﾀｺﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道田子安良里線 1930 56 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

地頭田隧道 (ｼﾞﾄﾞｳﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道井田子地頭田線 1934 31 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅲ

竹の浦トンネル (ﾀｹﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 町道地頭田竹の浦線 1960 9 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅱ

持越隧道 (ﾓﾁｺｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道田子安良里線 1929 155 西伊豆町 静岡県 西伊豆町 Ⅱ

千頭隧道 (ｾﾝｽﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道千頭澤間支線3号 1953 109 川根本町 静岡県 川根本町 Ⅱ

接岨トンネル (ｾｯｿﾄﾝﾈﾙ) 町道閑蔵線 1998 704 川根本町 静岡県 川根本町 Ⅱ

駒来随道 (ｺﾏｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道名古屋犬山線 1990 140 愛知県 愛知県 小牧市 Ⅱ

瀬戸菱野トンネル (ｾﾄﾋｼﾉﾄﾝﾈﾙ)
一般県道愛･地球博記念公園瀬
戸線

2003 325 愛知県 愛知県 瀬戸市 Ⅱ

根裏トンネル (ﾈｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道473号 1962 122 愛知県 愛知県 岡崎市 Ⅱ

鉢地坂トンネル (ﾊｯﾁｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 国道473号 1933 468 愛知県 愛知県 蒲郡市 Ⅲ

丸山トンネル (ﾏﾙﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 一般県道笹戸小田木線 1952 70 愛知県 愛知県 豊田市 Ⅱ

駒久保トンネル (ｺﾏｸﾎﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道151号 1984 132 愛知県 愛知県 東栄町 Ⅲ

新段戸トンネル (ｼﾝﾀﾞﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道420号 2001 1403 愛知県 愛知県 設楽町 Ⅱ

芦沢トンネル (ｱｼｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1958 58 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

一本杉トンネル (ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1967 104 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅲ

万丈トンネル (ﾊﾞﾝｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1959 55 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

一の代トンネル (ｲﾁﾉｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1958 107 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

湯の島トンネル (ﾕﾉｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1956 164 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅲ

松の平トンネル (ﾏﾂﾉﾀｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1956 369 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

松島トンネル (ﾏﾂｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1956 594 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

丸山トンネル (ﾏﾙﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道飯田富山佐久間線 1956 473 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅱ

御園トンネル (ﾐｿﾉﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道阿南東栄線 1954 140 愛知県 愛知県 東栄町 Ⅱ

霧石トンネル (ｷﾘｲｼﾄﾝﾈﾙ) 一般県道津具大嵐停車場線 1974 132 愛知県 愛知県 豊根村 Ⅲ

小屋の沢トンネル (ｺﾔﾉｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 一般県道振草三河川合停車場線 1956 84 愛知県 愛知県 新城市 Ⅱ

蔵平トンネル (ｸﾗﾀﾞｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道257号 1992 78 愛知県 愛知県 新城市 Ⅲ

明知トンネル (ｱｹﾁﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道春日井犬山園 1986 300 愛知県 愛知県 春日井市 Ⅱ

本宿トンネル (ﾓﾄｼﾞｭｸﾄﾝﾈﾙ) 国道473号 2014 155 愛知県 愛知県 岡崎市 Ⅱ

川怒トンネル (ｶﾜﾇﾄﾝﾈﾙ) 市道足助加茂広域線 1998 358 豊田市 愛知県 豊田市 Ⅱ

大見トンネル (ｵｵﾐﾄﾝﾈﾙ) 市道足助加茂広域線 1997 401 豊田市 愛知県 豊田市 Ⅲ

伊世賀美トンネル (ｲｾｶﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 市道足助明川連谷線 1897 308 豊田市 愛知県 豊田市 Ⅱ

麻生田墓下トンネル (ｵｳﾀﾞﾊｶｼﾀﾄﾝﾈﾙ) 市道山第66号線 不明 24 いなべ市 三重県 いなべ市 Ⅱ

金居原トンネル (ｶﾈｲﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 2002 307 滋賀県 滋賀県 長浜市 Ⅱ

川合トンネル (ｶﾜｲﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 2001 1131 滋賀県 滋賀県 長浜市 Ⅱ
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岩熊第二トンネル (ﾔﾉｸﾏﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 2001 796 滋賀県 滋賀県 長浜市 Ⅱ

賤ヶ岳隧道 (ｼｽﾞｶﾞﾀﾞｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道飯浦大音線 1927 382 滋賀県 滋賀県 長浜市 Ⅱ

水坂トンネル (ﾐｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1985 798 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

寒風トンネル (ｻﾑｶｾﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道303号 1967 256 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

沢隧道 (ｻﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道市場野田鴨線 1962 135 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

大崎第五隧道 (ｵｵｻｷﾀﾞｲｺﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道西浅井ﾏｷﾉ線 1936 80 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

大崎第四隧道 (ｵｵｻｷﾀﾞｲﾖﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道西浅井ﾏｷﾉ線 1936 55 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

大崎第三隧道 (ｵｵｻｷﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道西浅井ﾏｷﾉ線 1936 58 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

大崎第二隧道 (ｵｵｻｷﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道西浅井ﾏｷﾉ線 1936 56 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

大崎第一隧道 (ｵｵｻｷﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道西浅井ﾏｷﾉ線 1936 222 滋賀県 滋賀県 高島市 Ⅱ

雪野山トンネル (ﾕｷﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 竜王近江八幡八日市線 1991 507 東近江市 滋賀県 東近江市 Ⅲ

笠置トンネル (ｶｻｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道163号 1980 750 京都府 京都府 笠置町 Ⅱ

湾漂山トンネル (ﾜﾝﾋﾞｮｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道163号 2010 187 京都府 京都府 木津川市 Ⅲ

深見トンネル (ﾌｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道162号 2001 1034 京都府 京都府 京都市 Ⅱ

曽木トンネル (ｿｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1973 174 京都府 京都府 京丹波町 Ⅱ

瑞穂トンネル (ﾐｽﾞﾎﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1981 560 京都府 京都府 京丹波町 Ⅱ

金屋トンネル (ｶﾅﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道175号 1997 460 京都府 京都府 福知山市 Ⅲ

公庄（第一）トンネル (ｸｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道175号 不明 35 京都府 京都府 福知山市 Ⅰ

公庄（第二）トンネル (ｸｼﾞｮｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道175号 不明 80 京都府 京都府 福知山市 Ⅱ

須知山トンネル (ｽﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1981 580 京都府 京都府 福知山市 Ⅲ

菅坂南トンネル (ｽｶﾞｻｶﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙ) 府道舞鶴和知線 2006 953 京都府 京都府 舞鶴市 Ⅱ

大君トンネル (ｵｵｷﾐﾄﾝﾈﾙ) 府道由良金ヶ岬上福井線 1994 236 京都府 京都府 舞鶴市 Ⅲ

宮津トンネル (ﾐﾔﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道176号 1994 1131 京都府 京都府 宮津市 Ⅱ

栗田トンネル (ｸﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道178号 1970 588 京都府 京都府 宮津市 Ⅱ

京北トンネル (ｹｲﾎｸﾄﾝﾈﾙ) 国道162号 2013 2313 京都市 京都府 京都市 Ⅱ

二ノ瀬トンネル (ﾆﾉｾﾄﾝﾈﾙ) 府道京都広河原美山線 2014 828 京都市 京都府 京都市 Ⅱ

稲荷山トンネル (ｲﾅﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道高速道路1号線 2008 2537 京都市 京都府 京都市 Ⅲ

稲荷山トンネル (ｲﾅﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道高速道路1号線 2008 2538 京都市 京都府 京都市 Ⅲ

萬古不動トンネル (ﾏﾝｺﾌﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道山47号線 1954 42 木津川市 京都府 木津川市 Ⅱ

三階トンネル (ｻﾝｶﾞｲﾄﾝﾈﾙ) 市道山130号線 1896 14 木津川市 京都府 木津川市 Ⅱ

宮ノ前隧道 (ﾐﾔﾉﾏｴｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道木162号線 不明 12 木津川市 京都府 木津川市 Ⅱ

梶ヶ谷隧道 (ｶｼﾞｶﾞﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道木21号線 不明 17 木津川市 京都府 木津川市 Ⅲ

渋久川隧道 (ｼﾌﾞｸｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 村道本郷押原線 1970 35 南山城村 京都府 南山城村 Ⅱ

渋久川隧道（歩道） (ｼﾌﾞｸｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳﾎﾄﾞｳ) 村道本郷押原線 1970 35 南山城村 京都府 南山城村 Ⅱ

大俣トンネル (ｵｵﾏﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道478号(綾部宮津道路) 2001 223 京都府道路公社 京都府 舞鶴市 Ⅱ

栃葉トンネル (ﾄﾁﾊﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道478号(綾部宮津道路) 2001 617 京都府道路公社 京都府 舞鶴市 Ⅱ

辛皮トンネル (ｶﾗｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道478号(綾部宮津道路) 2000 308 京都府道路公社 京都府 宮津市 Ⅱ

大江山トンネル (ｵｵｴﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道478号(綾部宮津道路) 2002 2126 京都府道路公社 京都府 宮津市 Ⅱ

大門寺トンネル (ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 府道茨木亀岡線 2010 242 大阪府 大阪府 茨木市 Ⅱ

赤峰トンネル (ｱｶﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 府道大野天野線 2013 96 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

板持トンネル (ｲﾀﾓﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道309号 1998 190 大阪府 大阪府 富田林市 Ⅱ
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三ツ松トンネル (ﾐﾂﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道170号 1992 157 大阪府 大阪府 貝塚市 Ⅱ

能勢第２トンネル (ﾉｾﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1986 486 大阪府 大阪府 能勢町 Ⅱ

天王第２トンネル (ﾃﾝﾉｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1978 196 大阪府 大阪府 能勢町 Ⅱ

能勢トンネル (ﾉｾﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1976 192 大阪府 大阪府 能勢町 Ⅱ

はらがたわトンネル (ﾊﾗｶﾞﾀﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1982 466 大阪府 大阪府 能勢町 Ⅲ

天王第１トンネル (ﾃﾝﾉｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道173号 1976 311 大阪府 大阪府 能勢町 Ⅱ

紅葉滝隧道 (ﾓﾐｼﾞﾀｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道豊中亀岡線 1965 14 大阪府 大阪府 箕面市 Ⅱ

箕面隧道 (ﾐﾉｵｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道茨木能勢線 1976 255 大阪府 大阪府 箕面市 Ⅱ

野間隧道 (ﾉﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道茨木能勢線 1936 72 大阪府 大阪府 豊能町 Ⅱ

大門寺トンネル (ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 府道茨木亀岡線 2010 242 大阪府 大阪府 茨木市 Ⅱ

車作トンネル (ｸﾙﾏﾂｸﾘﾄﾝﾈﾙ) 府道茨木亀岡線 2010 676 大阪府 大阪府 茨木市 Ⅱ

樫田トンネル (ｶｼﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 府道枚方亀岡線 1972 280 大阪府 大阪府 高槻市 Ⅲ

車塚隧道 (ｸﾙﾏﾂﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道西京高槻線 1979 43 大阪府 大阪府 高槻市 Ⅲ

磐船隧道 (ｲﾜﾌﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 1987 40 大阪府 大阪府 交野市 Ⅱ

新磐船トンネル (ｼﾝｲﾜﾌﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 1997 203 大阪府 大阪府 交野市 Ⅲ

天野山第１トンネル (ｱﾏﾉｻﾝﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道170号 1994 214 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

天野山第２トンネル (ｱﾏﾉｻﾝﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道170号 1994 181 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

天野山第３トンネル (ｱﾏﾉｻﾝﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道170号 1994 416 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

岩瀬第１トンネル (ｲﾜｾﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 1999 291 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅲ

岩瀬第２トンネル (ｲﾜｾﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 2001 206 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅲ

薬師トンネル (ﾔｸｼﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 1998 219 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

赤峰トンネル (ｱｶﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 府道大野天野線 2013 96 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

塩降隧道 (ｼｵﾌﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道堺かつらぎ線 1932 158 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

滝畑２号トンネル (ﾀｷﾊﾀﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 府道河内長野かつらぎ線 1975 132 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

新千早隧道 (ｼﾝﾁﾊﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道河内長野千早城跡線 1972 268 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

中津原隧道 (ﾅｶﾂﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 府道中津原寺元線 1930 46 大阪府 大阪府 千早赤阪村 Ⅱ

板持トンネル (ｲﾀﾓﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道309号 1998 190 大阪府 大阪府 富田林市 Ⅱ

国分トンネル (ｺｸﾌﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 1987 242 大阪府 大阪府 和泉市 Ⅲ

逢野トンネル (ｱｲﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 1999 226 大阪府 大阪府 和泉市 Ⅱ

金熊寺トンネル (ｷﾝﾕｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 府道泉佐野岩出線 2002 729 大阪府 大阪府 泉南市 Ⅱ

三ツ松トンネル (ﾐﾂﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道170号 1992 157 大阪府 大阪府 貝塚市 Ⅱ

岩瀬第３トンネル (ｲﾜｾﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 2004 231 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

天見第２トンネル (ｱﾏﾐﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 2005 113 大阪府 大阪府 河内長野市 Ⅱ

檜が坂トンネル (ﾋﾉｷｶﾞｻｶﾄﾝﾈﾙ) 県道上郡末広線 1990 325 兵庫県 兵庫県 上郡町 Ⅱ

藤戸トンネル (ﾌｼﾞﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道相生壷根公園線 1981 447 兵庫県 兵庫県 相生市 Ⅱ

笠杉トンネル (ｶｻｽｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道429号 1982 516 兵庫県 兵庫県 宍粟市 Ⅱ

鳥ケ乢トンネル (ﾄﾘｶﾞﾀﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道429号 2008 1230 兵庫県 兵庫県 宍粟市 Ⅱ

冨土野トンネル (ﾌﾄﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道養父宍粟線 1969 308 兵庫県 兵庫県 宍粟市 Ⅱ

角亀トンネル (ﾂﾉｶﾒﾄﾝﾈﾙ) 県道相生山崎線 1999 338 兵庫県 兵庫県 たつの市 Ⅱ

森本トンネル (ﾓﾘﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道178号 1990 360 兵庫県 兵庫県 豊岡市 Ⅲ

戸辺羅山トンネル (ﾄﾍﾞﾗﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道426号 2005 311 兵庫県 兵庫県 豊岡市 Ⅱ
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須井トンネル (ｽｲﾄﾝﾈﾙ) 県道香美久美浜線 1965 63 兵庫県 兵庫県 豊岡市 Ⅱ

虫尾トンネル (ﾑｼｵﾄﾝﾈﾙ) 県道香住村岡線 1961 230 兵庫県 兵庫県 香美町 Ⅱ

穴見トンネル (ｱﾅﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道178号 1993 399 兵庫県 兵庫県 新温泉町 Ⅲ

諸寄トンネル (ﾓﾛﾖｾﾄﾝﾈﾙ) 国道178号 1994 418 兵庫県 兵庫県 新温泉町 Ⅱ

長見寺トンネル (ﾁﾖｳｹﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道178号香住･余部道路 2004 683 兵庫県 兵庫県 香美町 Ⅱ

船越トンネル (ﾌﾅｺｼﾄﾝﾈﾙ) 国道178号香住･余部道路 2010 2984 兵庫県 兵庫県 香美町 Ⅱ

七坂トンネル (ﾅﾅｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道178号東浜居組道路 2008 1821 兵庫県 兵庫県 新温泉町 Ⅱ

釜屋トンネル (ｶﾏﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道178号 1998 277 兵庫県 兵庫県 新温泉町 Ⅱ

柴山トンネル (ｼﾊﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道香住久美浜線 1972 245 兵庫県 兵庫県 香美町 Ⅱ

三尾トンネル (ﾐｵﾄﾝﾈﾙ) 県道三尾浜坂線 1982 281 兵庫県 兵庫県 新温泉町 Ⅲ

宮垣トンネル (ﾐﾔｶﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道養父宍粟線 1994 203 兵庫県 兵庫県 養父市 Ⅱ

花立トンネル (ﾊﾅﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 県道鳥飼浦洲本線 1906 52 兵庫県 兵庫県 南あわじ市 Ⅱ

牧山トンネル (ﾏｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道坂尻応地線 2003 372 丹波市 兵庫県 丹波市 Ⅱ

林田隧道 (ﾊﾔｼﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道木津林田線 1881 91 猪名川町 兵庫県 猪名川町 Ⅱ

新龍化トンネル (ｼﾝﾘｭｳｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 町道内馬場1号線 1981 34 猪名川町 兵庫県 猪名川町 Ⅱ

桑坂トンネル (ｸﾜｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 町道桑坂線 1985 185 多可町 兵庫県 多可町 Ⅱ

播但トンネル (ﾊﾞﾝﾀﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道312号(播但連絡道路) 1992 716 兵庫県道路公社 兵庫県 神河町 Ⅱ

生野トンネル (ｲｸﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道312号(播但連絡道路) 1992 1234 兵庫県道路公社 兵庫県 朝来市 Ⅱ

桑畑第１号トンネル (ｸﾜﾊﾀﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳ) 国道168号 1959 123 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

池穴トンネル (ｲｹｱﾅ) 国道168号 1975 103 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

山崎トンネル (ﾔﾏｻｷ) 国道168号 1988 195 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

風屋トンネル (ｶｾﾞﾔ) 国道168号 1959 141 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

三里トンネル (ｻﾝﾘ) 国道168号 1959 102 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

津越野トンネル (ﾂｺﾞｴﾉ) 国道168号 1959 281 奈良県 奈良県 十津川村 Ⅱ

登石トンネル (ﾄｲｼ) 国道309号 1997 117 奈良県 奈良県 下市町 Ⅱ

寺山トンネル (ﾃﾗﾔﾏ) 国道169号 1983 151 奈良県 奈良県 川上村 Ⅲ

羽衣トンネル (ﾊｺﾞﾛﾓ) 国道169号 1965 126 奈良県 奈良県 川上村 Ⅱ

小口第一トンネル (ｺｸﾞﾁﾀﾞｲｲﾁ) 国道169号 1960 35 奈良県 奈良県 下北山村 Ⅲ

井戸武木トンネル (ｲﾄﾞﾀｷｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 村道井戸武木線 2003 143 川上村 奈良県 川上村 Ⅱ

土河屋トンネル (ﾂﾁｺﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 2003 970 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

湯崎隧道 (ﾕｻﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道白浜温泉線 1936 31 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

温泉隧道 (ｵﾝｾﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 1984 738 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

渡瀬隧道 (ﾜﾀｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 1977 418 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

武住隧道 (ﾌﾞｼﾞｭｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 1986 394 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

広井原トンネル (ﾋﾛｲﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 1988 462 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

北郡隧道 (ﾎｸｿｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 1976 244 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

滝尻隧道 (ﾀｷｼﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 1980 591 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

宮代トンネル (ﾐﾔｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 1987 333 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

志古隧道 (ｼｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 1974 255 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

近露トンネル (ﾁｶﾂﾕﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1984 187 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

逢坂トンネル (ｵｳｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1989 1402 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ
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大日山トンネル (ﾀﾞｲﾆﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1992 200 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

湯ノ又隧道 (ﾕﾉﾏﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 1985 207 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

高田口隧道 (ﾀｶﾀﾞｸﾞﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 1972 253 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

水上栃谷トンネル (ﾐｽﾞｶﾐﾄﾁﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道龍神中辺路線 1992 2305 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

稲葉根隧道 (ｲﾅﾊﾞﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 1992 423 和歌山県 和歌山県 上富田町 Ⅱ

大瀬トンネル (ｵｵｾﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1996 729 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

白馬トンネル (ｼﾗﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 1993 1892 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅲ

東敷屋トンネル (ﾋｶﾞｼｼｷﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 2005 1380 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

六地蔵トンネル (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 1990 442 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

吊鐘隧道 (ﾂﾘｶﾞﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 1971 169 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

吉礼トンネル (ｷﾚﾄﾝﾈﾙ) 県道和歌山橋本線 1996 157 和歌山県 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

皆地トンネル (ﾐﾅﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1990 355 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

平井郷トンネル (ﾋﾗｲｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 1997 370 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

鍵原隧道 (ｶｷﾞﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 1986 110 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅱ

上福井トンネル (ｶﾐﾌｸｲﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 2010 660 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

宇井苔トンネル (ｳｲｺｹﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2009 982 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅲ

熊野川トンネル (ｸﾏﾉｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道龍神中辺路線 1998 231 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

寒風トンネル (ｻﾑｶｾﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2000 238 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅲ

田長トンネル (ﾀﾅｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 2012 350 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

新越路トンネル (ｼﾝｺｼｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 2008 461 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅲ

滝頭トンネル (ﾀｷｶﾞｼﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2012 424 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅱ

一枚岩トンネル (ｲﾁﾏｲｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 1995 549 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

花園隧道 (ﾊﾅｿﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道480号 1979 135 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

法手見隧道 (ﾎﾃﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 1970 233 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅲ

宇津木隧道 (ｳﾂｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道すさみ古座線 1973 96 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

明神トンネル (ﾐｮｳｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2001 185 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

相瀬トンネル (ｱｲｾﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 2002 436 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

高瀬隧道 (ﾀｶｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道すさみ古座線 1959 27 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅲ

出雲隧道 (ｲｽﾞﾓｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道潮岬周遊線 1968 50 和歌山県 和歌山県 串本町 Ⅲ

高幡山トンネル (ﾀｶﾊﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2010 300 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅲ

四郷第一トンネル (ｼｺﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 2001 238 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

西中野川隧道 (ﾆｼﾞﾅｶﾉｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道那智勝浦本宮線 1978 270 和歌山県 和歌山県 那智勝浦町 Ⅲ

矢田隧道 (ﾔﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道岩出海南線 1972 200 和歌山県 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

河合隧道 (ｶﾜｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 1934 62 和歌山県 和歌山県 橋本市 Ⅲ

色川トンネル (ｲﾛｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦古座川線 1992 115 和歌山県 和歌山県 那智勝浦町 Ⅲ

新穂手見トンネル (ｼﾝﾎﾃﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2015 482 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

小峠トンネル (ｺﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 2015 283 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

大沼トンネル (ｵｵﾇﾏﾄﾝﾈﾙ) 町道宮川毛原線 1979 448 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

上湯川トンネル (ｶﾐﾕｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 町道福井笹ﾉ茶屋線 不明 13 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

網掛隧道 (ｱﾐｶｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道網掛隧道線 1962 64 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

白洞隧道 (ｼﾗﾎﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道西川成川線 1955 22 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ
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間地トンネル (ﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道西伯根雨線 1993 980 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

新山トンネル (ﾆｲﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 一般国道180号 1995 161 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

榎トンネル (ｴﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道鳥取福部線 1996 435 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

北ノ原トンネル (ｷﾀﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 一般国道183号 2004 890 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

古市トンネル (ﾌﾙｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 一般国道180号 2004 167 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

茗荷谷トンネル (ﾐｮｳｶﾞﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道482号 2012 369 鳥取県 鳥取県 若桜町 Ⅲ

桧山西トンネル (ﾋﾉｷﾔﾏﾆｼﾄﾝﾈﾙ) 県道松江島根線 1982 484 島根県 島根県 松江市 Ⅲ

新森山トンネル (ｼﾝﾓﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道431号 1985 202 島根県 島根県 松江市 Ⅲ

金原トンネル (ｷﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道432号 1988 371 島根県 島根県 安来市 Ⅲ

下布部トンネル (ｼﾓﾌﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道432号 1991 446 島根県 島根県 安来市 Ⅲ

駒返トンネル (ｺﾏｶﾞｴﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道432号 1994 454 島根県 島根県 安来市 Ⅲ

恵比トンネル (ｴﾋﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1955 84 島根県 島根県 飯南町 Ⅲ

丸山トンネル (ﾏﾙﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1967 141 島根県 島根県 飯南町 Ⅲ

平田トンネル (ﾋﾗﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1981 351 島根県 島根県 雲南市 Ⅲ

田井トンネル (ﾀｲﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1985 209 島根県 島根県 雲南市 Ⅲ

土井トンネル (ﾂﾁｲﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1986 215 島根県 島根県 雲南市 Ⅱ

尾原トンネル (ｵﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1991 468 島根県 島根県 雲南市 Ⅱ

八川トンネル (ﾔｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1977 199 島根県 島根県 奥出雲町 Ⅱ

仁多トンネル (ﾆﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1980 67 島根県 島根県 奥出雲町 Ⅱ

美女原トンネル (ﾋﾞｼﾞｮﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道玉湯吾妻山線 2003 130 島根県 島根県 奥出雲町 Ⅱ

杉ヶ市トンネル (ｽｷﾞｶﾞｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 2014 752 島根県 島根県 美郷町 Ⅱ

湯抱トンネル (ﾕｶﾞｶｴﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 2014 278 島根県 島根県 美郷町 Ⅱ

雪田トンネル (ﾕｷﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道浜田作木線 2015 155 島根県 島根県 邑南町 Ⅰ

笹ヶ峠トンネル (ｻｻｶﾞﾀｵﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1961 311 島根県 島根県 浜田市 Ⅱ

犬戻りトンネル (ｲﾇﾓﾄﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1963 221 島根県 島根県 浜田市 Ⅱ

坂本トンネル (ｻｶﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道浜田八重可部線 1975 708 島根県 島根県 浜田市 Ⅲ

母抱トンネル (ﾊﾊｶｶｴﾄﾝﾈﾙ) 県道桜江金城線 1997 185 島根県 島根県 江津市 Ⅲ

山中トンネル (ﾔﾏﾅｶﾄﾝﾈﾙ) 県道桜江旭ｲﾝﾀｰ線 1999 130 島根県 島根県 江津市 Ⅲ

田代城トンネル (ﾀｼﾛｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道桜江金城線 1999 268 島根県 島根県 浜田市 Ⅱ

勝地トンネル (ｶﾁｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道桜江旭ｲﾝﾀｰ線 2000 309 島根県 島根県 江津市 Ⅱ

櫃原トンネル (ﾋﾂﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道261号 2003 174 島根県 島根県 江津市 Ⅲ

抱月トンネル (ﾎｳｹﾞﾂﾄﾝﾈﾙ) 県道弥栄旭ｲﾝﾀｰ線 2004 97 島根県 島根県 浜田市 Ⅱ

桜江トンネル (ｻｸﾗｴﾄﾝﾈﾙ) 国道261号 2011 631 島根県 島根県 江津市 Ⅲ

長沢第二トンネル (ﾅｶﾞｻﾜﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道488号 2013 1270 島根県 島根県 益田市 Ⅱ

学頭トンネル (ｶﾞｸﾄｳﾄﾝﾈﾙ) 斐川610号線 1988 163 出雲市 島根県 出雲市 Ⅱ

大久トンネル (ｵｵｸ) 飯田大久線 1904 102 隠岐の島町 島根県 隠岐の島町 Ⅲ

登具トンネル (ﾄｸﾞ) 中町神米線 1932 93 隠岐の島町 島根県 隠岐の島町 Ⅱ

宮山トンネル (ﾐﾔﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道313号 1981 252 岡山県 岡山県 高梁市 Ⅲ

多和山トンネル (ﾀﾜﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道313号 1985 735 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

小原トンネル (ｺﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道180号 1988 910 岡山県 岡山県 新見市 Ⅲ

明地トンネル (ｱｹﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道180号 1973 582 岡山県 岡山県 新見市 Ⅲ
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美甘トンネル (ﾐｶﾓﾄﾝﾈﾙ) 国道181号 1972 100 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅲ

四十曲トンネル (ｼｼﾞｭｳﾏｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道181号 1968 800 岡山県 岡山県 新庄村 Ⅲ

湯原トンネル (ﾕﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道313号 1990 153 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅲ

男女山トンネル (ｵﾄﾒﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道179号 1991 225 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅲ

塚谷トンネル (ﾂｶﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道179号 1998 269 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅲ

上斎原トンネル (ｶﾐｻｲﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道179号 1990 258 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅱ

休乢トンネル (ﾔｽﾐﾀﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道429号 1993 666 岡山県 岡山県 美咲町 Ⅱ

正田トンネル (ｼｮｳﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道新見川上線 2013 943 岡山県 岡山県 新見市 Ⅱ

可真上トンネル (ｶﾏｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道佐伯長船線 2013 616 岡山県 岡山県 赤磐市 Ⅱ

中山隧道 (ﾅｶﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道築港三井線 1940 157 玉野市 岡山県 玉野市 Ⅱ

切串隧道 (ｷﾘｸｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道487号 1960 260 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

二つ小島隧道 (ﾌﾀﾂｺｼﾞﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道487号 1960 128 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

栗平隧道 (ｸﾘｶﾞﾋﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道487号 1960 49 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

高須隧道 (ﾀｶｽｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道487号 1960 64 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

秋月トンネル (ｱｷﾂﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道鷲部小用線 1981 1005 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

上二河トンネル (ｶﾐﾆｺｳﾄﾝﾈﾙ) 県道呉平谷線 1999 550 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

二河峡隧道 (ﾆｺｳｷｮｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道呉平谷線 1960 22 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

二級峡トンネル (ﾆｷｭｳｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 1994 533 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

芳渕隧道 (ﾖｼﾌﾞﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道375号 1942 33 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

杉之浦隧道 (ｽｷﾞﾉｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道厳島公園線 1989 113 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

飯谷トンネル (ｲｲﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1981 229 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

弥栄１号トンネル (ﾔｻｶ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1987 577 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

弥栄２号トンネル (ﾔｻｶ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1987 172 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

弥栄３号トンネル (ﾔｻｶ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道186号 1987 97 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

王泊隧道 (ｵｵﾄﾞﾏﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道186号 1957 48 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

滝山隧道 (ﾀｷﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道186号 1966 131 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

下山隧道 (ｼﾓﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道186号 1968 103 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

虫木トンネル (ﾑｼｷﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 1986 255 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

加計トンネル (ｶｹﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 1982 324 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

宮山トンネル (ﾐﾔﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 1980 92 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

観音トンネル (ｶﾝﾉﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 1981 37 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

安野トンネル (ﾔｽﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 1976 461 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

発坂トンネル (ﾎｯｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道191号 2007 1017 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

松崎トンネル (ﾏﾂｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 国道432号 1994 455 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

矢多田トンネル (ﾔﾀﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道432号 1994 172 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

手入トンネル (ﾃﾆｭｳﾄﾝﾈﾙ) 国道182号 1988 318 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

高岩トンネル (ﾀｶｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道182号 1989 130 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

田川瀬トンネル (ﾀｶﾞﾜｾﾄﾝﾈﾙ) 国道182号 1983 186 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

木門田トンネル (ｷﾓﾝﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1985 100 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

開ノ木トンネル (ｶｲﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1985 48 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

開ノ木歩道トンネル (ｶｲﾉｷﾎﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1984 48 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ
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畑トンネル (ﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1976 82 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

諸原トンネル (ﾓﾛﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道184号 1978 161 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

伊賀和志トンネル (ｲｶﾞﾜｼﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 2000 468 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

大津トンネル (ｵｵﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 2004 454 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

門田トンネル (ﾓﾝﾃﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道375号 2010 972 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

下山隧道 (ｼﾓﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道432号 1992 174 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

畑トンネル (ﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道182号 1975 88 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

西城トンネル (ｻｲｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ) 国道183号 1989 220 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

小鳥原トンネル (ﾋﾄﾄﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道183号 1994 170 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

皿谷トンネル (ｻﾗﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道314号 1982 88 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

オフランプトンネル (ｵﾌﾗﾝﾌﾟﾄﾝﾈﾙ) 市道西4区草津沼田線 1997 54 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西４区３８７号線トンネル (ﾆｼ4ｸ387ｺﾞｳｾﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道西4区387号線 1997 45 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

長ノ木隧道 (ﾅｶﾞﾉｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道高地部循環線 1950 166 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大伴トンネル (ｵｵﾊﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 市道上作木森山線 2002 322 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大矢トンネル (ｵｵﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道鹿川～岡大王線 1930 145 江田島市 広島県 江田島市 Ⅱ

長瀬トンネル (ﾅｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 市道中町６５号線 1944 99 江田島市 広島県 江田島市 Ⅱ

中山隧道 (ﾅｶﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道鹿川１０２号線 1966 50 江田島市 広島県 江田島市 Ⅲ

稗原隧道 (ﾋｴﾊﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道187号 1967 92 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

稗原第１隧道 (ﾋｴﾊﾞﾗﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道187号 1967 76 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

稗原第２隧道 (ﾋｴﾊﾞﾗﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道187号 1966 89 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

稗原第３隧道 (ﾋｴﾊﾞﾗﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道187号 1966 75 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

松尾トンネル (ﾏﾂｵﾄﾝﾈﾙ) 一般県道岩国美和線 1994 657 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

麻生田トンネル (ｱｿｳﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 一般県道藤生停車場錦帯橋線 2004 240 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

中山トンネル (ﾅｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 一般県道藤生停車場錦帯橋線 2002 508 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

和木トンネル (ﾜｷﾄﾝﾈﾙ) 一般県道北中山岩国線 2007 242 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

落合トンネル (ｵﾁｱｲﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道岩国佐伯線 2006 166 山口県 山口県 岩国市 Ⅰ

高木屋トンネル (ﾀｶｷﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道434号 2001 334 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

倉谷トンネル (ｸﾗﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道434号 2001 416 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

桧余地トンネル (ﾋﾖﾁﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道376号 1986 75 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

祖生トンネル (ｿｵﾄﾝﾈﾙ) 国道437号 1996 195 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

中山トンネル (ﾅｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 主要地方道柳井周東線 1990 122 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

柱野隧道 (ﾊｼﾗﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 主要地方道岩国玖珂線 1971 358 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

小野トンネル (ｵﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道490号 1944 60 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

美祢隧道 (ﾐﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道316号 1984 1265 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

秋吉トンネル (ｱｷﾖｼﾄﾝﾈﾙ) 一般県道秋吉台公園線 1994 230 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

四郎ヶ原隧道 (ｼﾛｳｶﾞﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 主要地方道下関美祢線 1996 188 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

養治隧道 (ﾖｳｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道本町6号線 1930 40 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

猪ノ木トンネル (ｲﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 上山中大山線 2000 386 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

八重地トンネル (ﾔｴｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 徳島上那賀線 1964 195 徳島県 徳島県 上勝町 Ⅲ

新坂本トンネル (ｼﾝｻｶﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 徳島上那賀線 1990 640 徳島県 徳島県 勝浦町 Ⅱ

海川トンネル (ｶｲｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道193号 1965 58 徳島県 徳島県 那賀町 Ⅲ
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新柳瀬トンネル (ｼﾝﾔﾅｾﾄﾝﾈﾙ) 国道195号 1973 60 徳島県 徳島県 那賀町 Ⅲ

新九文名トンネル (ｼﾝｸﾓﾝﾐｮｳﾄﾝﾈﾙ) 国道195号 1974 257 徳島県 徳島県 那賀町 Ⅲ

府殿トンネル (ﾌﾄﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道193号 1991 93 徳島県 徳島県 那賀町 Ⅲ

赤松トンネル (ｱｶﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 阿南鷲敷日和佐線 1998 285 徳島県 徳島県 那賀町 Ⅲ

野田ノ井トンネル (ﾉﾀﾞﾉｲﾄﾝﾈﾙ) 国道438号 1993 218 徳島県 徳島県 美馬市 Ⅲ

三頭トンネル (ｻﾝﾄｳﾄﾝﾈﾙ) 国道438号 1996 1483 徳島県 徳島県 美馬市 Ⅲ

蜂須トンネル (ﾊﾁｽﾄﾝﾈﾙ) 国道438号 2003 386 徳島県 徳島県 つるぎ町 Ⅲ

龍宮トンネル (ﾘｭｳｸﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 山城東祖谷山線 2003 505 徳島県 徳島県 三好市 Ⅲ

はらいがわトンネル (ﾊﾗｲｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道377号 2012 172 香川県 香川県 東かがわ市 Ⅱ

羽根鶴トンネル (ﾊﾈﾂﾙﾄﾝﾈﾙ) 高知伊予三島線 1993 284 愛媛県 愛媛県 四国中央市 Ⅲ

城師トンネル (ｼﾞﾖｳｼﾄﾝﾈﾙ) 高知伊予三島線 1994 100 愛媛県 愛媛県 四国中央市 Ⅱ

富郷トンネル (ﾄﾐｻﾄﾄﾝﾈﾙ) 高知伊予三島線 1991 254 愛媛県 愛媛県 四国中央市 Ⅲ

瀬井野トンネル (ｾｲﾉﾄﾝﾈﾙ) 高知伊予三島線 1991 135 愛媛県 愛媛県 四国中央市 Ⅱ

足谷トンネル (ｱｼﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 高知伊予三島線 1986 267 愛媛県 愛媛県 四国中央市 Ⅲ

大樽トンネル (ｵｵﾀﾙﾄﾝﾈﾙ) 国道194号 2002 478 愛媛県 愛媛県 西条市 Ⅲ

霞トンネル (ｶｽﾐﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 2003 122 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

風花トンネル (ｶｻﾞﾊﾅﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 2003 209 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅱ

野分トンネル (ﾉﾜｷﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 1997 99 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

新緑トンネル (ｼﾝﾘｮｸﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 1996 155 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

清滝トンネル (ｷﾖﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 1999 415 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

新殿小屋トンネル (ｼﾝﾄﾉｺﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 1992 227 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

大永山トンネル (ﾀﾞｲｴｲｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 1990 1159 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

下七番トンネル (ｼﾏｼﾁﾊﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 新居浜別子山線 2001 152 愛媛県 愛媛県 新居浜市 Ⅲ

雄嶽隧道 (ｵﾀｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道317号 1965 99 愛媛県 愛媛県 松山市 Ⅲ

日浦トンネル (ﾋｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道317号 2007 266 愛媛県 愛媛県 松山市 Ⅱ

上尾第一隧道 (ｳｴﾋﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道379号 1977 73 愛媛県 愛媛県 砥部町 Ⅱ

上尾第二隧道 (ｳｴﾋﾞﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道379号 1975 144 愛媛県 愛媛県 砥部町 Ⅱ

上尾第三隧道 (ｳｴﾋﾞﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道379号 1976 270 愛媛県 愛媛県 砥部町 Ⅱ

仙波ケ嶽トンネル (ｾﾝﾊﾞｶﾞﾀｹﾄﾝﾈﾙ) 国道379号 1989 100 愛媛県 愛媛県 砥部町 Ⅱ

弁天山トンネル（上り） (ﾍﾞﾝﾃﾝﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 松山空港線 2000 883 愛媛県 愛媛県 松山市 Ⅱ

真弓トンネル (ﾏﾕﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道380号 1988 710 愛媛県 愛媛県 久万高原町 Ⅲ

岩屋トンネル (ｲﾜﾔﾄﾝﾈﾙ) 西条久万線 2004 98 愛媛県 愛媛県 久万高原町 Ⅱ

古岩屋トンネル (ﾌﾙｲﾜﾔﾄﾝﾈﾙ) 西条久万線 1999 254 愛媛県 愛媛県 久万高原町 Ⅱ

落合トンネル (ｵﾁｱｲﾄﾝﾈﾙ) 国道379号 1987 103 愛媛県 愛媛県 内子町 Ⅲ

柳瀬トンネル (ﾔﾅｾﾄﾝﾈﾙ) 国道379号 2009 348 愛媛県 愛媛県 内子町 Ⅱ

八西トンネル (ﾊｯｾｲﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 2005 1865 愛媛県 愛媛県 八幡浜市 Ⅱ

丸岡トンネル (ﾏﾙｵｶﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1977 350 愛媛県 愛媛県 伊方町 Ⅱ

横平トンネル (ﾖｺﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 八幡浜三瓶線 1978 595 愛媛県 愛媛県 八幡浜市 Ⅱ

渡江トンネル (ﾄﾉｴﾄﾝﾈﾙ) 国道378号 1993 215 愛媛県 愛媛県 西予市 Ⅲ

桜が峠トンネル (ｻｸﾗｶﾞﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道441号 1983 684 愛媛県 愛媛県 西予市 Ⅲ

上中合第一トンネル (ｶﾐﾅｶｺﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1978 608 愛媛県 愛媛県 鬼北町 Ⅲ
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上中合第二トンネル (ｶﾐﾅｶｺﾞｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1981 149 愛媛県 愛媛県 鬼北町 Ⅱ

中屋敷トンネル (ﾅｶﾔｼｷﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1980 177 愛媛県 愛媛県 鬼北町 Ⅱ

出口トンネル (ﾃﾞｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道197号 1982 133 愛媛県 愛媛県 鬼北町 Ⅱ

鮎返隧道 (ｱﾕｶﾞｴﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道320号 1979 110 愛媛県 愛媛県 宇和島市 Ⅱ

深浦トンネル (ﾌｶｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道378号 2005 197 愛媛県 愛媛県 宇和島市 Ⅱ

生田トンネル (ｲｸﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道441号 1998 85 愛媛県 愛媛県 鬼北町 Ⅱ

鹿森第二隧道 (ｼｶﾓﾘﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道立川河又線 1961 23 新居浜市 愛媛県 新居浜市 Ⅱ

鹿森第一隧道 (ｼｶﾓﾘﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道立川河又線 1961 31 新居浜市 愛媛県 新居浜市 Ⅱ

城の台トンネル (ｼﾛﾉﾀﾞｲﾄﾝﾈﾙ) 町道湊浦伊方越線 2000 237 伊方町 愛媛県 伊方町 Ⅱ

茅トンネル (ｶﾔﾄﾝﾈﾙ) 町道湊浦伊方越線 2004 912 伊方町 愛媛県 伊方町 Ⅱ

三津坂トンネル (ﾐﾂｻﾞｶ) 県道椎名室戸線 1971 393 高知県 高知県 室戸市 Ⅱ

堀ヶ生トンネル (ﾎﾘｶﾞｦ) 県道安田東洋線 1959 61 高知県 高知県 北川村 Ⅱ

久木第３トンネル (ｸｷﾀﾞｲｻﾝ) 県道安田東洋線 1959 11 高知県 高知県 北川村 Ⅱ

無名トンネル (ﾑﾒｲ) 県道大久保伊尾木線 1919 18 高知県 高知県 安芸市 Ⅱ

長山トンネル (ﾅｶﾞﾔﾏ) 国道493号 2000 514 高知県 高知県 北川村 Ⅱ

久府付トンネル (ｸﾌﾞﾂｷ) 国道493号 1998 482 高知県 高知県 北川村 Ⅱ

峰寺トンネル (ﾐﾈﾝｼﾞ) 県道春野赤岡線 1987 335 高知県 高知県 南国市 Ⅱ

青龍門隧道 (ｾｲﾘｭｳﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道高知安芸自転車道線 1931 107 高知県 高知県 香南市 Ⅱ

征天工隧道 (ｾｲﾃﾝｺｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道高知安芸自転車道線 1930 156 高知県 高知県 香南市 Ⅱ

龍河洞トンネル (ﾘｭｳｶﾞﾄﾞｳ) 県道龍河洞公園線 1998 447 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

津々呂第二トンネル (ﾂﾂﾞﾛﾀﾞｲﾆ) 国道195号 1976 151 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

樫山トンネル (ｶｼﾔﾏ) 国道195号 1986 511 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

木床第一トンネル (ｷﾄﾞｺﾀﾞｲｲﾁ) 国道195号 1976 308 高知県 高知県 香美市 Ⅲ

木床第二トンネル (ｷﾄﾞｺﾀﾞｲﾆ) 国道195号 1978 215 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

佐岡トンネル (ｻｵｶ) 国道195号 1985 152 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

間トンネル (ﾊｻﾞﾏ) 県道間宮ﾉ口線 2002 64 高知県 高知県 香美市 Ⅱ

坂ノ松トンネル (ｻｶﾉﾏﾂ) 県道南国南ｲﾝﾀｰ線 2011 416 高知県 高知県 南国市 Ⅱ

川口南トンネル (ｶﾜｸﾞﾁﾐﾅﾐ) 県道川之江大豊線 1999 376 高知県 高知県 大豊町 Ⅱ

網川トンネル (ｱﾐｶﾜ) 県道弘瀬高知線 1993 946 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

六泉寺トンネル (ﾛｸｾﾝｼﾞ) 県道高知南環状線 1995 402 高知県 高知県 高知市 Ⅲ

横浜トンネル (ﾖｺﾊﾏ) 県道高知南環状線 1995 1646 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

日出野トンネル (ﾋﾃﾞﾉ) 県道春野赤岡線 2001 178 高知県 高知県 高知市 Ⅲ

宇津野隧道 (ｳﾂﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道桂浜はりまや線 1951 589 高知県 高知県 高知市 Ⅲ

日ノ浦トンネル (ﾋﾉｳﾗ) 県道高知本山線 1990 183 高知県 高知県 高知市 Ⅲ

赤良木トンネル (ｱｶﾗｷﾞ) 県道高知本山線 1963 572 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

大平山東トンネル (ｵｵﾋﾗﾔﾏﾋｶﾞｼ) 県道高知南ｲﾝﾀｰ線 2002 490 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

大平山西トンネル (ｵｵﾋﾗﾔﾏﾆｼ) 県道高知南ｲﾝﾀｰ線 1994 490 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

曲井トンネル (ｸｾｲ) 県道高知南環状線 2003 272 高知県 高知県 高知市 Ⅱ

琴平トンネル (ｺﾄﾋﾗ) 県道南国伊野線 1967 66 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

天崎鍾乳洞トンネル (ｱﾏｶﾞｻｷｼｮｳﾆｭｳﾄﾞｳ) 県道土佐伊野線 2003 109 高知県 高知県 土佐市 Ⅱ

音竹トンネル (ｵﾄﾀｹ) 県道高知南環状線 2005 295 高知県 高知県 いの町 Ⅱ
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坂本トンネル (ｻｶﾓﾄ) 国道439号 1997 150 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

新別トンネル (ｼﾝﾍﾞﾁ) 国道439号 2002 65 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

古江トンネル (ｺｴ) 国道439号 2002 235 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

長沢トンネル (ﾅｶﾞｻﾜ) 県道石鎚公園線 2009 50 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

新別野竹トンネル (ｼﾝﾍﾞﾁﾉﾀﾞｹ) 国道439号 2011 288 高知県 高知県 いの町 Ⅱ

矢筈トンネル (ﾔﾊｽﾞ) 国道439号 1970 813 高知県 高知県 仁淀川町 Ⅱ

今成トンネル (ｲﾏﾅﾘ) 県道伊野仁淀線 1983 231 高知県 高知県 越知町 Ⅲ

富岡トンネル (ﾄﾐｵｶ) 国道439号 1991 235 高知県 高知県 仁淀川町 Ⅲ

境野隧道 (ｻｶｲﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道494号 1964 147 高知県 高知県 仁淀川町 Ⅱ

双名トンネル (ﾌﾀﾅ) 県道久礼須崎線 1978 152 高知県 高知県 中土佐町 Ⅱ

川井トンネル (ｶﾜｲ) 県道中平梼原線 1992 440 高知県 高知県 梼原町 Ⅱ

長佐古隧道 (ﾅｶﾞｻｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道久礼須崎線 1928 34 高知県 高知県 須崎市 Ⅱ

須の森トンネル (ｽﾉﾓﾘ) 県道中平梼原線 2004 152 高知県 高知県 梼原町 Ⅱ

大野トンネル (ｵｵﾉ) 県道久礼須崎線 2007 364 高知県 高知県 中土佐町 Ⅱ

須崎隧道 (ｽｻｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道吾井郷下分線 1954 115 高知県 高知県 須崎市 Ⅱ

須崎歩道トンネル (ｽｻﾞｷﾎﾄﾞｳ) 県道吾井郷下分線 1987 146 高知県 高知県 須崎市 Ⅱ

初瀬本村トンネル (ﾊﾂｾﾎﾝﾑﾗ) 県道中平梼原線 2009 316 高知県 高知県 梼原町 Ⅱ

桑ヶ市トンネル (ｸﾜｶﾞｲﾁ) 県道窪川船戸線 2012 161 高知県 高知県 津野町 Ⅱ

江師第２トンネル (ｴｼﾀﾞｲﾆ) 国道439号 1996 180 高知県 高知県 四万十町 Ⅱ

興津坂トンネル (ｵｷﾂｻﾞｶ) 県道興津窪川線 2001 394 高知県 高知県 四万十町 Ⅱ

小石トンネル (ｺｲｼ) 国道439号 1999 285 高知県 高知県 四万十町 Ⅱ

呼坂トンネル (ﾖﾋﾞｻﾞｶ) 県道窪川船戸線 1988 153 高知県 高知県 四万十町 Ⅲ

田野々トンネル (ﾀﾉﾉ) 国道381号 1993 178 高知県 高知県 四万十町 Ⅱ

浦越トンネル (ｳﾗｺｼ) 国道381号 1991 566 高知県 高知県 四万十町 Ⅱ

初崎トンネル (ﾊﾂｻﾞｷ) 県道間崎布堂ｹ谷線 1993 198 高知県 高知県 四万十市 Ⅱ

佛ヶ森隧道 (ﾎﾄｹｶﾞﾓﾘ) 県道大方大正線 1967 126 高知県 高知県 黒潮町 Ⅲ

沢垂トンネル (ｻﾜﾀﾚ) 国道439号 1990 225 高知県 高知県 四万十市 Ⅱ

大用トンネル (ｵｵﾕｳ) 国道439号 1991 211 高知県 高知県 四万十市 Ⅱ

江川トンネル (ｴｶﾜ) 国道381号 1997 647 高知県 高知県 四万十市 Ⅱ

川登トンネル (ｶﾜﾉﾎﾞﾘ) 国道441号 2012 148 高知県 高知県 四万十市 Ⅱ

大堂トンネル (ｵｵﾄﾞｳ) 県道柏島二ﾂ石線 1921 1923 高知県 高知県 大月町 Ⅲ

柏島トンネル (ｶｼﾜｼﾞﾏ) 県道柏島二ﾂ石線 2008 152 高知県 高知県 大月町 Ⅱ

大浜トンネル (ｵｵﾊﾏ) 県道足摺岬公園線 1993 312 高知県 高知県 土佐清水市 Ⅱ

以布利第一トンネル (ｲﾌﾞﾘﾀﾞｲｲﾁ) 国道321号 1965 172 高知県 高知県 土佐清水市 Ⅱ

以布利第二トンネル (ｲﾌﾞﾘﾀﾞｲﾆ) 国道321号 1965 71 高知県 高知県 土佐清水市 Ⅱ

大入隧道 (ﾀﾞｲﾆｭｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道福士吉富線 1921 42 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) 県道椎田勝山線 1988 22 福岡県 福岡県 みやこ町 Ⅱ

五ヶ山トンネル (ｺﾞｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道入部中原停車場線 2011 315 福岡県 福岡県 那珂川市 Ⅱ

松ケ江トンネル（上り） (ﾏﾂｶﾞｴﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 県道門司行橋線 1978 120 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

松ケ江トンネル（下り） (ﾏﾂｶﾞｴﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 県道門司行橋線 1978 200 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

到津トンネル１ (ｲﾄｳﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道都下到津3号線 2003 664 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ
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到津トンネル２ (ｲﾄｳﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道都下到津3号線 2003 674 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

勝山公園トンネル（上り） (ｶﾂﾔﾏｺｳｴﾝﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 県道長行田町線 2004 150 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

勝山公園トンネル（下り） (ｶﾂﾔﾏｺｳｴﾝﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 県道長行田町線 2004 150 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

上石田トンネル（上り） (ｶﾐｲｼﾀﾞﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 市道八重洲町上石田1号線 2004 160 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

上石田トンネル（下り） (ｶﾐｲｼﾀﾞﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 市道八重洲町上石田1号線 2004 80 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

手向山隧道 (ﾀﾑｹﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道3号 2001 72 北九州市 福岡県 北九州市 Ⅱ

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

大里トンネル１ (ﾀﾞｲﾘﾄﾝﾈﾙ) 北九州高速4号線 1972 151
福岡北九州高速

道路公社
福岡県 北九州市 Ⅱ

大里トンネル２ (ﾀﾞｲﾘﾄﾝﾈﾙ) 北九州高速4号線 1961 120
福岡北九州高速

道路公社
福岡県 北九州市 Ⅱ

鳥越トンネル１ (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 北九州高速4号線 1974 378
福岡北九州高速

道路公社
福岡県 北九州市 Ⅱ

鳥越トンネル２ (ﾄﾘｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 北九州高速4号線 1961 415
福岡北九州高速

道路公社
福岡県 北九州市 Ⅱ

雄渕トンネル (ｵﾌﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道323号 1982 344 佐賀県 佐賀県 佐賀市 Ⅱ

馬神トンネル (ﾏｶﾞﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道24号武雄多久線 1997 440 佐賀県 佐賀県 武雄市 Ⅱ

古湯温泉トンネル (ﾌﾙﾕｵﾝｾﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道323号 2009 348 佐賀県 佐賀県 佐賀市 Ⅱ

塩屋トンネル (ｼｵﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道塩屋･浦潟線 1905 40 伊万里市 佐賀県 伊万里市 Ⅱ

波多津隧道トンネル (ﾊﾀﾂｽﾞｲﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 市道田代･加倉線 1984 135 伊万里市 佐賀県 伊万里市 Ⅱ

吉納家トンネル (ﾖｼﾉﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道城3号線 1948 9 伊万里市 佐賀県 伊万里市 Ⅱ

安保隧道 (ｱﾎﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道香焼江川線 1900 480 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

日見トンネル (ﾋﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道長崎芒塚ｲﾝﾀｰ線 1926 642 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

戸町隧道 (ﾄﾏﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道499号 1933 327 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

滑石トンネル (ﾅﾒｼﾄﾝﾈﾙ) 県道長崎畝刈線 1968 401 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

歌ヶ浦トンネル (ｳﾀｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道佐々鹿町江迎線 1968 64 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅲ

飯盛第一トンネル (ｲｲﾓﾘﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道251号 1973 70 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅲ

飯盛第二トンネル (ｲｲﾓﾘﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道251号 1973 181 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅲ

頓泊トンネル (ﾄﾝﾄﾞﾏﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道384号 1977 290 長崎県 長崎県 五島市 Ⅲ

丹奈岬トンネル (ﾀﾝﾅﾐｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道384号 1984 95 長崎県 長崎県 五島市 Ⅱ

荒川トンネル (ｱﾗｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道384号 1985 135 長崎県 長崎県 五島市 Ⅱ

西浦上トンネル (ﾆｼｳﾗｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道長与大橋町線 1988 138 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

浦浜トンネル (ｳﾗﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道384号 1990 175 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅱ

今里トンネル (ｲﾏｻﾞﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道厳原豆酘美津島線 1991 167 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅱ

高峯トンネル (ﾀｶﾎﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 津和崎立串線 1992 165 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅲ

新佐賀トンネル (ｼﾝｻｶﾄﾝﾈﾙ) 県道木坂佐賀線 1993 257 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅱ

飽ノ浦トンネル (ｱｸﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道202号 1999 1559 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

花ノ木トンネル (ﾊﾅﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 県道田結久山線 2001 540 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅲ

荒川トンネル (ｱﾗｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道384号 2003 380 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅱ

大浜トンネル (ｵｵﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道長崎南環状線 2005 764 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

幸町・船越町トンネル (ｻｲﾜｲﾏﾁ･ﾌﾅｺｼﾏﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道諫早外環状線 2008 145 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅲ

青砂ケ浦トンネル (ｱｵｻｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道有川新魚目線 2014 997 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅱ

平谷黒木トンネル (ﾋﾗﾀﾆｸﾛｷﾄﾝﾈﾙ) 国道444号 1997 1889 長崎県 佐賀県 鹿島市 Ⅲ

杖立トンネル (ﾂｴﾀﾃﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 1992 892 熊本県 熊本県 小国町 Ⅱ

梁瀬第一隧道 (ﾔﾅｾﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1969 87 熊本県 熊本県 小国町 Ⅱ
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高森５号トンネル (ﾀｶﾓﾘｺﾞｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1981 160 熊本県 熊本県 高森町 Ⅱ

高森４号トンネル (ﾀｶﾓﾘﾖﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1979 102 熊本県 熊本県 高森町 Ⅲ

高森３号トンネル (ﾀｶﾓﾘｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1976 88 熊本県 熊本県 高森町 Ⅱ

内山トンネル (ｳﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1987 72 熊本県 熊本県 高森町 Ⅱ

起雲山トンネル (ｷｳﾝｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1985 91 熊本県 熊本県 高森町 Ⅱ

杉ノ平トンネル (ｽｷﾞﾉﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1994 300 熊本県 熊本県 小国町 Ⅱ

室原トンネル (ﾑﾛﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1996 191 熊本県 熊本県 小国町 Ⅱ

志屋隧道 (ｼﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道12号天瀬阿蘇線 1968 55 熊本県 熊本県 小国町 Ⅱ

天鶴隧道 (ｱﾏﾂﾙｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道12号天瀬阿蘇線 1970 188 熊本県 熊本県 小国町 Ⅲ

火の山トンネル (ﾋﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道111号阿蘇吉田線 1976 811 熊本県 熊本県 南阿蘇村 Ⅲ

万坂隧道 (ﾏﾝｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道218号 1974 596 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

牧野トンネル (ﾏｷﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道218号 1988 165 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

山屋隧道 (ﾔﾏﾔｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道218号 1978 183 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

川内トンネル (ｶﾜﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道218号 1981 130 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

二瀬本隧道 (ﾆｾﾓﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道265号 1980 392 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

笹尾トンネル (ｻｻｵﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1982 93 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

妙見坂隧道 (ﾐｮｳｹﾝｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道443号 1977 400 熊本県 熊本県 御船町 Ⅲ

七滝トンネル (ﾅﾅﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道445号 1996 130 熊本県 熊本県 御船町 Ⅱ

小川トンネル (ｵｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道39号矢部阿蘇公園線 1993 53 熊本県 熊本県 山都町 Ⅲ

牛ヶ瀬隧道 (ｳｼｶﾞｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道141号河内矢部線 1930 48 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

暮瀬隧道 (ﾎﾞｾﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道152号稲生野甲佐線 1934 38 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

平隧道 (ﾀｲﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道152号稲生野甲佐線 1934 23 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

木鷺野隧道 (ｷｻｷﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道152号稲生野甲佐線 1934 41 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

菅第一隧道 (ｽｹﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道153号清和砥用線 1933 83 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

菅第二隧道 (ｽｹﾞﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道153号清和砥用線 1932 34 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

堂面隧道 (ﾄﾞｳﾒﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道153号清和砥用線 1932 19 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

目丸第一隧道 (ﾒﾏﾙﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道153号清和砥用線 1928 27 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

目丸第二隧道 (ﾒﾏﾙﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道153号清和砥用線 1947 15 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

白藤第一隧道 (ｼﾗﾌｼﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道180号南田内大臣線 1920 31 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

白藤第二隧道 (ｼﾗﾌｼﾞﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道180号南田内大臣線 1920 27 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

北川内隧道 (ｷﾀｶﾜｳﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道219号横野矢部線 1932 71 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

所野尾隧道 (ﾄｺﾛﾉｵｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道222号柿原入佐線 1947 64 熊本県 熊本県 山都町 Ⅱ

尾園隧道 (ｵｿﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道443号 1971 150 熊本県 熊本県 八代市 Ⅲ

中谷トンネル (ﾅｶﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道17号坂本人吉線 1985 95 熊本県 熊本県 八代市 Ⅲ

菅隧道 (ｽｶﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道52号小川泉線 1967 49 熊本県 熊本県 八代市 Ⅲ

西大塚トンネル (ﾆｼｵｵﾂｶﾄﾝﾈﾙ) 国道267号 1999 474 熊本県 熊本県 人吉市 Ⅱ

板木トンネル (ｲﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道445号 2000 1065 熊本県 熊本県 五木村 Ⅲ

槻木峠トンネル (ﾂｷｷﾞﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道143号中河間多良木線 1948 64 熊本県 熊本県 多良木町 Ⅱ

宮の本トンネル (ﾐﾔﾉﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道389号 2014 49 熊本県 熊本県 天草市 Ⅲ

鬼海ヶ浦トンネル (ｷｶｲｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道389号 2010 772 熊本県 熊本県 天草市 Ⅲ

尾の上トンネル (ｵﾉｳｴﾄﾝﾈﾙ) 国道389号 2000 91 熊本県 熊本県 天草市 Ⅱ
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横浜トンネル (ﾖｺﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道389号 1997 370 熊本県 熊本県 天草市 Ⅱ

唐崎トンネル (ｶﾗｻｷﾄﾝﾈﾙ) 国道389号 1997 566 熊本県 熊本県 天草市 Ⅱ

下田トンネル (ｼﾓﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道24号本渡下田線 1993 345 熊本県 熊本県 天草市 Ⅲ

大平隧道 (ｵｵﾋﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道稲入･石坂線 1971 230 八代市 熊本県 八代市 Ⅱ

第３堀切随道 (ﾀﾞｲｻﾝﾎﾘｷﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道堀切線 1916 7 菊池市 熊本県 菊池市 Ⅱ

第４堀切随道 (ﾀﾞｲﾖﾝﾎﾘｷﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道堀切線 1916 6 菊池市 熊本県 菊池市 Ⅱ

中片トンネル (ﾅｶﾍｷﾄﾝﾈﾙ) 市道中片湖面橋線 1987 150 菊池市 熊本県 菊池市 Ⅲ

下半尺トンネル (ｼﾓﾊﾝｼﾞｬｸﾄﾝﾈﾙ) 市道中片湖面橋線 1989 137 菊池市 熊本県 菊池市 Ⅲ

古川隧道 (ﾌﾙｶﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道迫水線 1987 140 菊池市 熊本県 菊池市 Ⅲ

香々地トンネル (ｶｶﾁﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1974 167 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

真玉人道トンネル (ﾏﾀﾏｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1999 421 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

花開トンネル（人道トンネル） (ﾊﾅｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1988 100 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

権現トンネル (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1975 251 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

行入トンネル (ｷﾞｮｳﾆｭｳﾄﾝﾈﾙ) 県道豊後高田国東線 1998 621 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

万の岩トンネル (ﾏﾝﾉｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道豊後高田国東線 1993 99 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

走水トンネル (ﾊｼﾘﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道豊後高田国東線 2002 568 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

両子トンネル (ﾌﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道豊後高田国東線 1999 500 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

長尾トンネル (ﾅｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ) 県道稲積姫島港線 1983 104 大分県 大分県 姫島村 Ⅱ

野田人道トンネル (ﾉﾀﾞｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道213号 1994 93 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

小島トンネル (ｺｼﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 2004 207 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

室小野トンネル (ﾑﾛｵﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道庄内久住線 2010 183 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

新臼津トンネル (ｼﾝｷｭｳｼﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1977 1649 大分県 大分県 臼杵市 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 Ⅲ

水晶山トンネル (ｽｲｼｮｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道臼杵津久見線 1997 497 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

浦代トンネル (ｳﾗｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 県道大泊浜徳浦線 2001 197 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

堅浦トンネル (ｶﾀｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道大泊浜徳浦線 1993 160 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

浪干トンネル (ﾅﾐﾎｼﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1968 47 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

晞干トンネル (ﾋﾙﾎｼﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1973 15 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

風無トンネル (ｶｻﾞﾅｼﾄﾝﾈﾙ) 国道217号 1967 48 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

茶屋ケ鼻なかよしトンネル (ﾁｬﾔｶﾞﾊﾅｶﾖｼﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1999 116 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

畑ノ浦トンネル (ﾊﾀﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1977 934 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

鬼ヶ瀬トンネル (ｵﾆｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 県道三重弥生線 1988 230 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

榎トンネル (ｴﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 県道小野市重岡線 1999 243 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

塩屋ヶ浦トンネル (ｼｵﾔｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道四浦港津井浦線 1960 36 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新有明トンネル (ｼﾝｱﾘｱｹﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1995 888 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大河原トンネル (ｵｵｶﾜﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 1960 28 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

吹灘ふれあいトンネル (ﾌｷﾅﾀﾞﾌﾚｱｲﾄﾝﾈﾙ) 県道梶寄浦佐伯線 2004 682 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

白浜トンネル (ｼﾗﾊﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島北循環線 1967 84 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大入島北トンネル (ｵｵﾆｭｳｼﾞﾏｷﾀﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島北循環線 2003 288 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

久保浦トンネル (ｸﾎﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道大入島南循環線 1967 51 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡の里トンネル (ｵｶﾉｻﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道502号 2003 180 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ
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片草トンネル (ｶﾀｸｻﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1987 196 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

新中塚トンネル (ｼﾝﾅｶﾂｶﾄﾝﾈﾙ) 県道日田玖珠線 2002 241 大分県 大分県 玖珠町 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 Ⅲ

富迫トンネル (ﾄﾐｻｺﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 2013 162 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

袖ノ木トンネル (ｿﾃﾞﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 2013 68 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

第１松原隧道 (ﾀﾞｲｲﾁﾏﾂﾊﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1968 65 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

第１宇の木隧道 (ﾀﾞｲｲﾁｳﾉｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1965 28 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第２宇の木隧道 (ﾀﾞｲﾆｳﾉｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道212号 1966 24 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

荒瀬隧道 (ｱﾗｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道387号 1968 169 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

荒瀬人道トンネル (ｱﾗｾｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 2002 216 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

袋隧道 (ﾌｸﾛｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道天瀬阿蘇線 1970 28 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

小村隧道 (ｺﾑﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道天瀬阿蘇線 1965 97 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

竹原峠トンネル (ﾀｹﾊﾗﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道442号 2005 768 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

貫見トンネル (ﾇｸﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道栃野西大山線 2014 582 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

一ッ戸トンネル (ﾋﾄﾂﾄﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道212号 1980 80 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

折戸トンネル (ｵﾘﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道耶馬溪院内線 2005 153 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第３隧道 (ﾀﾞｲ3ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 25 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第６隧道 (ﾀﾞｲ6ｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中津山国自転車道線 1974 54 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中詰トンネル (ﾅｶﾂﾞﾒﾄﾝﾈﾙ) 県道津民中摩線 2000 109 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

清水トンネル (ｼﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道深秣植野線 1993 185 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

和田平トンネル (ﾜﾃﾞﾋﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道387号 1988 113 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

杉ヶ越トンネル (ｽｷﾞｶﾞｺﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 県道日之影宇目線 1976 190 大分県 宮崎県 日之影町 Ⅲ

朝地トンネル (ｱｻｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道竹田犬飼線 1988 140 大分県 大分県 豊後大野市 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

小迫隧道 (ｵｻﾞｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道渡里山田線 1931 211 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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 Ⅱ

比佐津トンネル (ﾋｻﾂﾄﾝﾈﾙ) 市道上城内若宮線 1993 79 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 89 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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 Ⅲ

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 260 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 67 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 17 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 454 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 98 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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朝来隧道 (ｱｻｸｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道若名田下矢川線 不明 219 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山之戸隧道 (ﾔﾏﾉﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道219号 1962 588 宮崎県 宮崎県 西米良村 Ⅲ

岩下隧道 (ｲﾜｼﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道219号 1960 178 宮崎県 宮崎県 西都市 Ⅲ

雲海トンネル (ｳﾝｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道221号 1978 405 宮崎県 宮崎県 えびの市 Ⅲ

観望トンネル (ｶﾝﾎﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道221号 1978 104 宮崎県 宮崎県 えびの市 Ⅲ

上新村トンネル (ｶﾐｼﾝﾑﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道222号 1987 99 宮崎県 宮崎県 日南市 Ⅱ

新上熊トンネル (ｼﾝｶﾐｸﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道222号 1996 944 宮崎県 宮崎県 日南市 Ⅱ

新軍谷トンネル (ｼﾝｲｸｻﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道265号 1971 1087 宮崎県 宮崎県 小林市 Ⅱ

佐礼隧道 (ｻﾞﾚｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道265号 1973 69 宮崎県 宮崎県 椎葉村 Ⅱ

下椎葉第１隧道 (ｼﾓｼｲﾊﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道265号 1972 282 宮崎県 宮崎県 椎葉村 Ⅱ

椎葉谷トンネル (ｼｲﾊﾞﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1998 512 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

八戸トンネル (ﾔﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1989 291 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

先ノ越トンネル (ｻｷﾉｺｼﾄﾝﾈﾙ) 国道326号 1995 145 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

諸塚トンネル (ﾓﾛﾂｶﾄﾝﾈﾙ) 国道327号 1991 717 宮崎県 宮崎県 諸塚村 Ⅱ

古江トンネル (ﾌﾙｴﾄﾝﾈﾙ) 国道388号 1985 845 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

山口原トンネル (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞﾙﾄﾝﾈﾙ) 県道北方北郷線 2000 206 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

蜂ノ巣歩道トンネル (ﾊﾁﾉｽﾎﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道日南高岡線 1990 95 宮崎県 宮崎県 日南市 Ⅱ

比叡山第１トンネル (ﾋｴｲｻﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道上祝子綱の瀬線 1957 63 宮崎県 宮崎県 延岡市 Ⅱ

軍谷隧道 (ｲｸｻﾀﾞﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道永田奈佐木線 1955 191 小林市 宮崎県 小林市 Ⅲ

麓隧道 (ﾌﾓﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道国道265号足狩線 1897 197 小林市 宮崎県 小林市 Ⅱ

中甑トンネル (ﾅｶｺﾞｼｷﾄﾝﾈﾙ) 県道十三谷重富線 1935 43 鹿児島県 鹿児島県 姶良市 Ⅲ

川平隧道 (ｶﾜﾋﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道鶴田大口線 1962 104 鹿児島県 鹿児島県 さつま町 Ⅱ

大川原隧道 (ｵｵｶﾜﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道馬渡大川原線 1962 28 鹿児島県 鹿児島県 曽於市 Ⅰ

外之浦隧道 (ﾄﾉｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道鹿屋吾平佐多線 1965 140 鹿児島県 鹿児島県 南大隅町 Ⅱ

今里隧道 (ｲﾏｻﾄｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道名瀬瀬戸内線 1965 172 鹿児島県 鹿児島県 大和村 Ⅱ

滝之上隧道（下） (ﾀｷﾉｶﾐｽﾞｲﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 県道鹿児島吉田線 1970 157 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 Ⅱ

滝之上隧道（上） (ﾀｷﾉｶﾐｽﾞｲﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 県道鹿児島吉田線 1970 157 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 Ⅱ

池之段隧道 (ｲｹﾉﾀﾞﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道大川原小村線 1970 227 鹿児島県 鹿児島県 霧島市 Ⅱ

朝仁トンネル (ｱｻﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道名瀬瀬戸内線 1974 333 鹿児島県 鹿児島県 奄美市 Ⅱ

西方隧道 (ﾆｼｶﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道鹿屋吾平佐多線 1977 202 鹿児島県 鹿児島県 南大隅町 Ⅱ

小串トンネル (ｺｸﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 国道448号 1980 180 鹿児島県 鹿児島県 肝付町 Ⅱ

錫山トンネル (ｽｽﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道鹿児島加世田線 1987 218 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 Ⅱ

根瀬部トンネル (ﾈｾﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道名瀬瀬戸内線 1989 226 鹿児島県 鹿児島県 奄美市 Ⅱ

秋名トンネル (ｱｷﾅﾄﾝﾈﾙ) 県道名瀬竜郷線 1989 412 鹿児島県 鹿児島県 龍郷町 Ⅲ

鴨池トンネル (ｶﾓｲｹﾄﾝﾈﾙ) 県道鹿児島港下荒田線 1996 103 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 Ⅱ

大里トンネル (ｵｵｻﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道270号 1995 445 鹿児島県 鹿児島県 いちき串木野市 Ⅲ

芦検トンネル (ｱｼｹﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道名瀬瀬戸内線 1998 180 鹿児島県 鹿児島県 宇検村 Ⅱ

永野トンネル (ﾅｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道504号 2001 172 鹿児島県 鹿児島県 さつま町 Ⅰ

伊仁トンネル (ｲｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道名瀬瀬戸内線 2002 272 鹿児島県 鹿児島県 宇検村 Ⅱ

生勝トンネル (ｲｹｶﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道名瀬瀬戸内線 2006 687 鹿児島県 鹿児島県 宇検村 Ⅱ

役勝トンネル (ﾔｸｶﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道湯湾新村線 2005 1133 鹿児島県 鹿児島県 奄美市 Ⅲ
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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

軸屋トンネル (ｼﾞｸﾔﾄﾝﾈﾙ) 県道鹿児島川辺線 2008 495 鹿児島県 鹿児島県 南九州市 Ⅱ

妙見トンネル (ﾐｮｳｹﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道223号 2007 481 鹿児島県 鹿児島県 霧島市 Ⅱ

丸木崎トンネル (ﾏﾙｷｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 国道226号 2013 307 鹿児島県 鹿児島県 南さつま市 Ⅱ

第二岩崎隧道 (ﾀﾞｲﾆｲﾜｻｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 町道佐多岬公園線 1962 166 南大隅町 鹿児島県 南大隅町 Ⅱ

運天トンネル (ｳﾝﾃﾝﾄﾝﾈﾙ) 村道湧川運天線 1924 18 今帰仁村 沖縄県 今帰仁村 Ⅰ
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