
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中国地方整備局 道路保全企画Ｇ 

 

トンネル個別施設計画 

２０１７年度版 



 
 

 

目  次 
 

１．トンネルの現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 １）トンネルの施設数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 ２）建設年次毎のトンネルの施設数・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．メンテナンスサイクルの基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 １）定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 ２）診断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 ３）措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 ４）記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 ５）個別施設計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３．対策の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

４．トンネルの状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

１）平成２８年度点検結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

２）平成２６～２８年度点検結果 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

３）変状の事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

４）修繕の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

５．個別施設計画(２０１７版)の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

別添①：中国地方整備局トンネル点検計画・修繕計画(平成２９年度) 



- 1 - 
 

路線名 箇所数 路線名 箇所数

国道２号 53 国道188号 1
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国道185号 7 合計 251
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１．トンネルの現状と課題 

中国地方整備局が管理するトンネル数は、平成29年4月1日現在251箇所であり、

建設後の平均経過年数は約 28 年となります。 

また、建設後 50 年を超えるトンネル本数の割合は、現在の約 23％が、10 年後に

は約 35％、20 年後には約 41％となり、高齢化が急速に進んでいく状況となってい

ます。 

地整管内のトンネルにおいても、コンクリートの｢うき｣や｢はく離｣等の変状が確

認され、定期点検による確実な状況把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策

(早期補修)が必要となっています。 

 

１) トンネルの施設数 

 中国地方整備局では、平成29年4月1日現在で251箇所のトンネルを管理しています。 

  

 
 
 
 
 
 
 

２）建設年次毎のトンネルの施設数 

中国地方整備局が管理するトンネルを建設年次でみると、高度経済成長期(1955

年から 1973 年)と新直轄建設期（2002 年から 2014 年）に建設のピークがあります。

このうち、高度経済成長期に全体の約3割にあたる72トンネルが建設されています。 

 建建設設年年次次毎毎ののトトンンネネルル数数のの推推移移  

路路線線別別トトンンネネルル箇箇所所数数  県県・・政政令令市市別別トトンンネネルル箇箇所所数数  



- 2 - 
 

点点検検対対象象箇箇所所((トトンンネネルル内内))  

点点検検対対象象箇箇所所((トトンンネネルル坑坑口口部部))  

２．メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

トンネルの老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次の点検）

のメンテナンスサイクルを構築します。 

また、点検・診断などの記録を反映させた「個別施設計画」を策定します。 

   

   

 

 

 

 

 

 

１）定期点検 

(1) 定期点検は、｢道路トンネル定期点検要領(国土交通省道路局 H26.6)｣に基づき、

５年に１回の頻度で、近接目視等により実施することを基本とします。 

(2) 初回点検は、原則、トンネル建設後（覆工打設完了後）１年から２年の間に実施

します。 
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トトンンネネルル点点検検状状況況   

 

 

 

 

２）診断 

定期点検では、覆工スパン毎及びトンネル毎に、４段階の区分で健全性の診断

を行います。 

 

区 分 状    態 

Ⅰ：健    全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ：予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい

状態。 

Ⅲ：早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ：緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべ

き状態。 

 

また、トンネルの変状毎に下表の対策区分の判定を行います。 

 

 

区分 定 義 

Ⅰ 利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。 

Ⅱ 

Ⅱb 将来的に利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を必要とする状態。 

Ⅱa 
将来的に利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、重点的な監視を行い、予防保全の観点か

ら計画的に対策を必要とする状態。 

Ⅲ 早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態。 

Ⅳ 利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態。 

対対策策区区分分のの判判定定  

健健全全性性のの診診断断  

覆工コンクリート点検状況 

 点検は、近接目視に加え必要に応じて触

診や打音等の非破壊検査を実施します 

附属物点検状況 

 トンネル内附属物本体や取付金具類の

点検も実施します 
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３）措置 

診断結果に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう措置を講じます。 

４）記録 

メンテナンスサイクルを確実に実施するために、定期点検及び診断結果、並び

に措置内容等を記録し蓄積していきます。 

 ５）個別施設計画 

「トンネル個別施設計画」は、供用中のトンネルを対象とし、計画期間は５年に１

回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるように 10 年間としていま

す。 

なお、定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては、毎年見直し（フォロ

ーアップ）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．対策の基本方針 

対策区分に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう、下表の措置を講じ

ることを基本とします。また、対策の優先順位は損傷度や路線の重要度などを総合的

に判断します。 

対策区分 措 置 

Ⅱbの覆工スパン ・日常巡視等で状況を把握する 

Ⅱaの覆工スパン 
・本対策を判定から 2年程度以内に実施するのが望ましい 

やむを得ない場合でも次回定期点検までには実施 

Ⅲ の覆工スパン ・本対策を判定から 2年程度以内に実施 

Ⅳ の覆工スパン 
・応急対策を点検後速やかに実施 

・本対策を判定の翌年度を目途に実施 

※やむを得ず本対策が実施できない覆工スパンにおいては、２年程度以内に近接目視等による監視を実施。 

※本対策を実施した覆工スパンにおいては、対策実施後から 2 年程度以内に、本対策実施箇所に対して近

接目視等を行い本対策効果を確認し、改めて健全性の診断を行う。 

点点検検計計画画ののイイメメーージジ  
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Ⅰ 健全

Ⅱｂ 予防保全段階：監視を必要とする状態

Ⅱａ 予防保全段階：重点的監視、計画的対策が必要な状態

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

判定区分（5区分）

36.7%

23.3%

40.0%
Ⅳ

Ⅲ

Ⅱa

Ⅱb

Ⅰ

早期に対策が

必要 約３７％

計画的対策が

必要 約２３％

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

（重点的監視、計画的対

予防保全段階（監視）

健 全

４．トンネルの状態 

１）平成２８年度点検結果 

平成 28 年度は 30 トンネルについて定期点検を実施し、結果は以下のとおりで 

す。 

・判定区分Ⅳ (緊急に対策が必要)  該当なし 

・判定区分Ⅲ (早期に対策が必要）  １１ﾄﾝﾈﾙ (約３７％) 

・判定区分Ⅱa(計画的対策が必要)    ７ﾄﾝﾈﾙ (約２３％) 

・判定区分Ⅱb(監視が必要)      １２ﾄﾝﾈﾙ (約４０％) 

・判定区分Ⅰ (健全)        該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成 22８８年年度度点点検検ににおおけけるる判判定定区区分分  
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都道府県名 市区町村名

1 古志原トンネル（上り） （ｺｼﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道9号(松江道路) 1988 330 松江国道事務所 島根県 松江市 Ⅲ

2 宅野トンネル （ﾀｸﾉﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 384 松江国道事務所 島根県 大田市 Ⅲ

3 清水トンネル （ｼﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 434 松江国道事務所 島根県 大田市 Ⅲ

4 晴雲トンネル （ｾｲｳﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1964 1,120 松江国道事務所 島根県 飯南町 Ⅲ

5 多根トンネル （ﾀﾈﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 329 松江国道事務所 島根県 雲南市 Ⅲ

6 粟原トンネル （ｱﾜﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 263 松江国道事務所 島根県 雲南市 Ⅱａ

7 三刀屋トンネル（下り） （ﾐﾄﾔﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道54号 1967 269 松江国道事務所 島根県 雲南市 Ⅲ

8 宮山トンネル （ﾐﾔﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1956 156 岡山国道事務所 岡山県 備前市 Ⅱｂ

9 建部トンネル (ﾀｹﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道53号 2011 581 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅱｂ

10 赤坂トンネル （ｱｶｻｶﾄﾝﾈﾙ） 国道2号(倉敷福山道路） 1996 315 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱａ

11 神村１区トンネル （ｶﾑﾗｲｯｸﾄﾝﾈﾙ） 国道2号(倉敷福山道路） 1996 167 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱａ

12 神村竜王トンネル （ｶﾑﾗﾘｭｳｵｳﾄﾝﾈﾙ） 国道2号(倉敷福山道路） 1997 577 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱａ

13 高西トンネル（上り） （ﾀｶﾆｼﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道2号(尾道・福山自動車道) 1995 412 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱａ

14 高須トンネル（上り） （ﾀｶｽﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道2号(尾道・福山自動車道) 1991 272 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 Ⅱａ

15 下木原トンネル （ｼﾓｷﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道2号（福山本郷道路） 2009 595 福山河川国道事務所 広島県 三原市 Ⅱｂ

16 是国トンネル （ｺﾚｸﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道2号（福山本郷道路） 2009 433 福山河川国道事務所 広島県 三原市 Ⅱｂ

17 正分トンネル （ｼｮｳﾌﾞﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道2号（福山本郷道路） 2007 403 福山河川国道事務所 広島県 三原市 Ⅱｂ

18 福寄トンネル （ﾌｸﾖﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道2号（福山本郷道路） 2011 154 福山河川国道事務所 広島県 三原市 Ⅱｂ

19 平トンネル(上り) (ﾋﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道2号(倉敷福山道路） 2014 247 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱｂ

20 甲立トンネル （ｺｳﾀﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 133 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 Ⅱｂ

21 幸トンネル （ｻｲﾜｲﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1969 122 三次河川国道事務所 広島県 三次市 Ⅱｂ

22 天神トンネル （ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 104 三次河川国道事務所 広島県 三次市 Ⅱｂ

23 天狗トンネル （ﾃﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1994 312 三次河川国道事務所 広島県 三次市 Ⅱｂ

24 天応トンネル （ﾃﾝﾉｳﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1938 43 広島国道事務所 広島県 呉市 Ⅲ

25 猪山トンネル （ｲﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1935 58 広島国道事務所 広島県 呉市 Ⅱａ

26 鎌倉トンネル （ｶﾏｸﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 2008 565 広島国道事務所 広島県 東広島市 Ⅱｂ

27 防府第１トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1981 823 山口河川国道事務所 山口県 防府市 Ⅲ

28 防府第２トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1981 347 山口河川国道事務所 山口県 防府市 Ⅲ

29 防府第３トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1977 1,828 山口河川国道事務所 山口県 防府市 Ⅲ

30 長府隧道 （ﾁｮｳﾌｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道2号 1957 550 山口河川国道事務所 山口県 下関市 Ⅲ

判定区分No 施設名(フリガナ) 路線名
完成年次
（西暦）

延長
（m）

管理事務所名
行政区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成 22８８年年度度  トトンンネネルル点点検検結結果果  
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36.1%

41.1%

21.5%

1.3%

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱa

Ⅱb

Ⅰ

早期に対策が

必要 約３６％

計画的対策が

必要 約４１％

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

（重点的監視、計画的対

予防保全段階（監視）

健 全

２）平成２６～２８年度点検結果 

平成 26～27 年度に実施した 158 ﾄﾝﾈﾙの結果(｢道路トンネル定期点検要領(国土交 

通省道路局 H26.6)｣に基づき点検した３ヶ年度分の結果)は以下のとおりです。 

・判定区分Ⅳ (緊急に対策が必要)  該当なし 

・判定区分Ⅲ (早期に対策が必要）  ５７ﾄﾝﾈﾙ (約３６％) 

・判定区分Ⅱa (計画的対策が必要)  ６５ﾄﾝﾈﾙ (約４１％) 

・判定区分Ⅱb (監視が必要)     ３４ﾄﾝﾈﾙ (約２２％) 

・判定区分Ⅰ  (健全)         ２ﾄﾝﾈﾙ (約 １％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成 22６６～～２２８８年年度度点点検検ににおおけけるる判判定定区区

分分

Ⅰ 健全

Ⅱｂ 予防保全段階：監視を必要とする状態

Ⅱａ 予防保全段階：重点的監視、計画的対策が必要な状態

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

判定区分（5区分）
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３）変状の事例 

平成２８年度までの点検で、以下に示すような変状が確認されています。 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横断目地部に閉合するひび割れ

①ひび割れ 

漏水を伴ったひび割れ 

②うき、はく離 

ひび割れ沿いのうき 横断目地部のうき 

ひび割れ沿いのうき トンネル名板周辺部のうき 
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③漏水 

⑤附属物の腐食 

ケーブル保護管腐食 照明器具の腐食 

横断目地部付近からの漏水 

水平打継目部からの漏水 漏水による路面滞水 

水平打継目部からの漏水 
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線導水
導水樋

線導水

４）修繕の実施 

対策の優先順位は点検結果に基づく損傷度や路線の重要度などを総合的に判断し、

補修・補強に取り組んでいます。 

なお、対策方法は、変状の状況を十分に把握し選定するとともに、その範囲・規

模については、対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○はく落防止（ネット工の事例：横断目地部）

修修繕繕のの事事例例  

○漏水対策（線導水、導水樋の事例）○ひびわれ補修（ひび割れ注入の事例）

注入器(低圧)による樹脂注入 

○はく落防止（繊維シート工の事例） ○はく落防止（断面修復工の事例）
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H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

定期点検(トンネル数)

点検計画 30 50 73 61 60 31 37 62 62 42

ﾄﾝﾈﾙ数 計

３Ａ・Ⅳ 1

２Ａ・Ⅲ 97 73

Ａ・Ⅱa 82 64

Ｂ・Ⅱb 68

Ⅰ 2

計 250 13760 49 22 6

22 27 12 3

対策判定区分 修繕計画(トンネル数)

38 22 10 3

H28 H29 H30 H31 H32

ﾄﾝﾈﾙ数 計

Ⅳ

Ⅲ 11 11

Ⅱa 7 7

Ⅱb 12

Ⅰ

計 30 183 13 2

1 5 1

2 8 1

対策判定区分 修繕計画(トンネル数)

H28 H29 H30 H31 H32

５．個別施設計画（2017 版）の概要 

個別施設の、定期点検と修繕の予定時期は以下のとおりです。 

なお、本計画は、今後実施する定期点検結果に基づき毎年度見直しを行います。 

また、今後、対策費用を掲載することとしています。 

 

 １）定期点検計画 

定期点検は、5年に 1回の頻度で確実に実施する予定です。 

 ２）修繕計画 

修繕は、平成 25 年度以前の点検で対策区分「２Ａ」以上、及び平成 26 年度以降の

点検で対策区分「Ⅲ」以上と判定されたトンネルは全て本対策を行うとともに、「Ａ」

または「Ⅱa」と判定されたトンネルも予防保全の観点から本対策を行い、平成 31 年

度までに全てを完了させる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上表の内、平成２８年度の定期点検診断結果と修繕計画は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※修繕計画は予算措置状況等に応じて見直すことがあります。 

※対策判定区分Ｂ・Ⅱbのトンネルは日常巡回等で状況を把握する。 

※トンネル数にはＨ２７以前に補修を完了したトンネルが含まれるため、修繕ト

ンネル数と整合しない 

 



別添①

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

施設名

1 湯山トンネル (ﾕﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道9号 1991 1,000 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

2 覚寺トンネル (ｶｸｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道9号 1991 815 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

3 白兎トンネル (ﾊｸﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道9号 1961 145 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ● ○ ○ 平成25年度 A 措置済

4 水尻トンネル （ﾐｽﾞｼﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1971 100 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 A 金網・ネット工

5 酒ノ津第一トンネル （ｻｹﾉﾂﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1971 292 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 A
金網・ネット工
断面修復工

6 酒ノ津第二トンネル （ｻｹﾉﾂﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1971 201 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 A
金網・ネット工
断面修復工

7 八束水トンネル （ﾔﾂｶﾐﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1962 131 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 ２Ａ 金網・ネット工

8 長尾トンネル （ﾅｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 2004 1,212 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 ２Ａ 金網・ネット工

9 細川トンネル （ﾎｿｶﾜﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
（駟馳山バイパス）

2011 229 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

10 駟馳山トンネル （ｼﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
（駟馳山バイパス）

2013 950 鳥取河川国道事務所 鳥取県 岩美町 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

11 鳥取砂丘トンネル （ﾄｯﾄﾘｻｷｭｳﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
（駟馳山バイパス）

2013 543 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

12 新戸倉トンネル （ｼﾝﾄｸﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道29号 1995 1,730 鳥取河川国道事務所 兵庫県 宍粟市 ○ ○ 平成25年度 ３A 措置済

13 岩屋堂トンネル （ｲﾜﾔﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ） 国道29号 1974 182 鳥取河川国道事務所 鳥取県 若桜町 ●○ ○ 平成25年度 A
金網・ネット工
断面修復工

14 黒尾トンネル （ｸﾛｵﾄﾝﾈﾙ） 国道53号 1969 843 鳥取河川国道事務所 岡山県 奈義町 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

15 奥本トンネル （ｵｸﾓﾄﾄﾝﾈﾙ） 国道53号 1969 66 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ●○ ○ 平成25年度 A 金網・ネット工

16 智頭トンネル （ﾁｽﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道53号 1969 784 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

17 高福トンネル （ﾀｶﾌｸﾄﾝﾈﾙ） 国道53号 1983 473 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ●○ ○ 平成25年度 A
金網・ネット工
はつり落とし工

18 高草トンネル （ﾀｶｸｻﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
（鳥取西道路）

2012 381 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

19 塩谷トンネル （ｼｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 305 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

20 利神山トンネル （ﾘｶﾝｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 959 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

21 平福トンネル （ﾋﾗﾌｸﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 558 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

22 未宗第一トンネル （ｽｴﾑﾈﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 229 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

23 未宗第二トンネル （ｽｴﾑﾈﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 1,176 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
金網・ネット工
はつり落とし工

24 釜坂第一トンネル （ｶﾏｻｶﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2008 551 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

25 釜坂第二トンネル （ｶﾏｻｶﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 926 鳥取河川国道事務所 兵庫県 佐用町 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

26 今岡トンネル （ｲﾏｵｶﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2009 622 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

27 中町トンネル （ﾅｶﾏﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2009 384 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

28 大原トンネル （ｵｵﾊﾗﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2008 417 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

29 江ノ原第１トンネル （ｴﾉﾊﾗﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2009 183 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

30 江ノ原第２トンネル （ｴﾉﾊﾗﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2009 474 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

31 筏津トンネル （ｲｶﾀﾞﾂﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 775 鳥取河川国道事務所 岡山県 美作市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

32 西粟倉トンネル （ﾆｼｱﾜｸﾗﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 998 鳥取河川国道事務所 岡山県 西粟倉村 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

33 佐渕トンネル （ｻﾌﾞﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 178 鳥取河川国道事務所 岡山県 西粟倉村 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

34 智頭用瀬トンネル （ｲｽﾞﾓﾁｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2006 2,472 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

35 用瀬第１トンネル （ﾓﾁｶﾞｾﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2005 1,464 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

36 用瀬第２トンネル （ﾓﾁｶﾞｾﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2008 2,827 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

37 用瀬第３トンネル （ﾓﾁｶﾞｾﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2008 1,402 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

38 高津原トンネル （ﾀｶﾂﾊﾗﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2005 756 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

39 片山トンネル （ｶﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2007 506 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

40 下味野トンネル （ｼﾓｱｼﾞﾉﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
姫路鳥取線

2009 814 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

41 あわくらトンネル （ｱﾜｸﾗﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1994 525 鳥取河川国道事務所 岡山県 西粟倉村 ● ○ ○ 平成25年度 A 措置済

42 志戸坂トンネル （ｼﾄｻｶﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1980 1,630 鳥取河川国道事務所 岡山県 西粟倉村 ● ●○ ○ 平成25年度 A
金網・ネット工
断面修復工

43 駒帰トンネル （ｺﾏｶﾞｴﾘﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1989 183 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

44 樽見トンネル （ﾀﾙﾐﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1990 835 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

45 若杉トンネル （ﾜｶｽｷﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1995 295 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

46 美杉郷トンネル （ﾐｽｷﾞｻﾄﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

1995 325 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

47 尾見トンネル （ｵﾐﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2000 1,035 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

48 大内トンネル （ｵｵｳﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2002 692 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

49 毛谷トンネル （ｹﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2006 1,107 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

50 篠坂トンネル （ｼﾉｻｶﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2003 1,362 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

51 上市場トンネル （ｶﾐｲﾁﾊﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2001 222 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 金網・ネット工

52 智頭宿トンネル （ﾁｽﾞｼｭｸﾄﾝﾈﾙ）
国道373号
（志戸坂峠道路）

2005 1,975 鳥取河川国道事務所 鳥取県 智頭町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

53 吉川トンネル （ﾖｼｶﾜﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(青谷羽合道路)

2002 433 倉吉河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

54 井手トンネル （ｲﾃﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(青谷羽合道路)

2001 354 倉吉河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

55 泊トンネル （ﾄﾏﾘﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(青谷羽合道路)

2002 801 倉吉河川国道事務所 鳥取県 湯梨浜町 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

56 淀江トンネル （ﾖﾄﾞｴﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(米子道路) 1994 1,199 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

57 米子第一トンネル （ﾖﾅｺﾞﾀﾞｲｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(米子道路) 1984 572 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 断面修復工

58 米子第二トンネル （ﾖﾅｺﾞﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(米子道路) 1984 555 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

59 古志原トンネル（上り） （ｺｼﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道9号(松江道路) 1988 330 松江国道事務所 島根県 松江市 ○ ● ○ ○ 平成28年度 Ⅲ
はつり落とし工

導水樋工

60 古志原トンネル（下り） （ｺｼﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道9号(松江道路) 1988 330 松江国道事務所 島根県 松江市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

61 湊トンネル （ﾐﾅﾄﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1966 60 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

62 五十猛トンネル （ｲｿﾀｹﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1966 147 松江国道事務所 島根県 大田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 断面修復工

63 宅野トンネル （ﾀｸﾉﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 384 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
金網・ネット工
はつり落とし工

64 仁万トンネル （ﾆﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 230 松江国道事務所 島根県 大田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

65 馬路トンネル （ﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 266 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

66 神畑トンネル （ｶﾝﾊﾞﾀｹﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1963 89 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

67 大野トンネル （ｵｵﾉﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 186 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

68 湯里トンネル （ﾕｻﾄﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 200 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

※1 判定区分　平成26年度以降　Ⅰ：健全　Ⅱb：予防保全段階(監視)、Ⅱa：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

  　　　　　　平成25年度以前　Ｂ：予防保全段階(監視)、Ａ：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、２Ａ：早期措置段階、３Ａ：緊急措置段階

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

路線名

点検計画【○】・修繕計画【●】・監視点検【△】

H37H31H29

延長（m） 市区町村名都道府県名管理事務所名

H30

※2 講ずる
措置の内容

中国地方整備局　トンネル点検計画・修繕計画(平成２９年度)

H36

トンネル毎の
※1 判定区分

点検年度

H33 H34 H35

完成年次
（西暦）

H32H28

No

トンネル名
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別添①

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

施設名

※1 判定区分　平成26年度以降　Ⅰ：健全　Ⅱb：予防保全段階(監視)、Ⅱa：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

  　　　　　　平成25年度以前　Ｂ：予防保全段階(監視)、Ａ：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、２Ａ：早期措置段階、３Ａ：緊急措置段階

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

路線名

点検計画【○】・修繕計画【●】・監視点検【△】

H37H31H29

延長（m） 市区町村名都道府県名管理事務所名

H30

※2 講ずる
措置の内容

中国地方整備局　トンネル点検計画・修繕計画(平成２９年度)

H36

トンネル毎の
※1 判定区分

点検年度

H33 H34 H35

完成年次
（西暦）

H32H28

No

トンネル名

69 清水トンネル （ｼﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 434 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
金網・ネット工
はつり落とし工

70 小浜トンネル （ｺﾊﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 142 松江国道事務所 島根県 大田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
はつり落とし工

断面修復工

71 温泉津トンネル （ﾕﾉﾂﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 182 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

72 湯迫トンネル （ﾕｻｺﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2011 567 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

73 天河内トンネル （ｱﾏｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2014 111 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成27年度 Ⅰ －

74 新馬路トンネル （ｼﾝﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2011 169 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

75 新湯里トンネル （ｼﾝﾕｻﾄﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2014 299 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成27年度 Ⅰ －

76 清水・梨の木坂トンネル （ｼﾐｽﾞ･ﾅｼﾉｷｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2010 519 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

77 福光トンネル （ﾌｸﾐﾂﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(仁摩・温泉津道路)

2012 183 松江国道事務所 島根県 大田市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

78 赤名トンネル （ｱｶﾅﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1964 600 松江国道事務所 島根県 飯南町 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

79 晴雲トンネル （ｾｲｳﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1964 1,120 松江国道事務所 島根県 飯南町 ○ ● ○ ○ 平成28年度 Ⅲ はつり落とし工

80 多根トンネル （ﾀﾈﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 329 松江国道事務所 島根県 雲南市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
金網・ネット工
はつり落とし工

81 粟原トンネル （ｱﾜﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 263 松江国道事務所 島根県 雲南市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ
金網・ネット工

ひび割れ注入工

82 殿河内トンネル （ﾄﾉｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1980 134 松江国道事務所 島根県 雲南市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

83 三刀屋トンネル（下り） （ﾐﾄﾔﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道54号 1967 269 松江国道事務所 島根県 雲南市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
金網・ネット工
断面修復工

84 三刀屋トンネル（上り） （ﾐﾄﾔﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道54号 2007 306 松江国道事務所 島根県 雲南市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

85 浅利トンネル （ｱｻﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1964 470 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

86 江津トンネル （ｺﾞｳﾂﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1991 432 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

87 高佐トンネル （ｺｳｻﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(浜田道路) 1989 685 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

88 相生第１トンネル （ｱｲｵｲﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(浜田道路) 1992 733 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

89 相生第２トンネル （ｱｲｵｲﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(浜田道路) 1992 386 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 金網・ネット工

90 大麻トンネル （ﾀｲﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1963 63 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

91 三隅トンネル （ﾐｽﾐﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1976 202 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ はつり落とし工

92 木部トンネル （ｷﾍﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1963 150 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

93 津田トンネル （ﾂﾀﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1963 72 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

94 遠田トンネル （ﾄｵﾀﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1963 260 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 線導水工

95 万葉トンネル （ﾏﾝﾖｳﾄﾝﾈﾙ） 国道9号(益田道路) 2004 502 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ はつり落とし工

96 木原トンネル （ｷﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1965 80 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ はつり落とし工

97 青野山トンネル （ｱｵﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1962 320 浜田河川国道事務所 島根県 津和野町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ
金網・ネット工

線導水工

98 桧谷トンネル （ﾋﾉｷﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1962 110 浜田河川国道事務所 島根県 津和野町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
断面修復工

金網・ネット工

99 門林トンネル （ｶﾄﾞﾊﾞﾔｼﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1960 55 浜田河川国道事務所 島根県 津和野町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 金網・ネット工

100 野坂トンネル （ﾉｻｶﾄﾝﾈﾙ） 国道9号 1960 114 浜田河川国道事務所 島根県 津和野町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 金網・ネット工

101 田万川トンネル （ﾀﾏｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1973 403 浜田河川国道事務所 山口県 萩市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

102 人形トンネル （ｼﾞﾝｷﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1972 910 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
金網・ネット工

線導水工

103 塚ケ原山トンネル （ﾂｶｶﾞﾊﾗﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(浜田・三隅道路)

2010 1,791 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ●○ ○ 平成27年度 Ⅱａ はつり落とし工

104 中内田トンネル （ﾅｶｳﾁﾀﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(浜田・三隅道路)

2009 570 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

105 吉地第一トンネル （ﾖｼｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(浜田・三隅道路)

2010 200 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ●○ ○ 平成27年度 Ⅱａ はつり落とし工

106 吉地第二トンネル （ﾖｼｼﾞﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道9号
(浜田・三隅道路)

2011 1,165 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 ●○ ○ 平成27年度 Ⅱａ はつり落とし工

107 船坂山トンネル (ﾌﾅｻｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1955 408 岡山国道事務所 兵庫県 上郡町 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

108 三石第一トンネル (ﾐﾂｲｼﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1963 461 岡山国道事務所 岡山県 備前市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

109 三石第二トンネル (ﾐﾂｲｼﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1963 192 岡山国道事務所 岡山県 備前市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

110 宮山トンネル (ﾐﾔﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1956 156 岡山国道事務所 岡山県 備前市 ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

111 片上トンネル (ｶﾀｶﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1956 244 岡山国道事務所 岡山県 備前市 ○ ○ 平成25年度 A 措置済

112 金光トンネル (ｺﾝｺｳﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1961 88 岡山国道事務所 岡山県 浅口市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

113 城山トンネル (ｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1957 265 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

114 城見トンネル (ｼﾛﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1957 115 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

115 辛香トンネル (ｶﾗｺｳﾄﾝﾈﾙ) 国道53号 1967 330 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

116 建部トンネル (ﾀｹﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道53号 2011 581 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

117 奈義トンネル (ﾅｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道53号 1968 614 岡山国道事務所 岡山県 奈義町 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

118 赤坂トンネル （ｱｶｻｶﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(倉敷福山道路）

1996 315 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ 金網・ネット工

119 神村１区トンネル （ｶﾑﾗｲｯｸﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(倉敷福山道路）

1996 167 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ 金網・ネット工

120 神村竜王トンネル （ｶﾑﾗﾘｭｳｵｳﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(倉敷福山道路）

1997 577 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ 金網・ネット工

121 神村トンネル(下り) （ｶﾑﾗﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
(倉敷福山道路）

1988 443 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

122 平トンネル(下り) （ﾋﾗﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
(倉敷福山道路）

1988 239 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

123 松本トンネル(下り) （ﾏﾂﾓﾄﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
(倉敷福山道路）

1987 212 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

124 高西トンネル（下り） （ﾀｶﾆｼﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
(尾道・福山自動車道)

1982 362 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

125 高西トンネル（上り） （ﾀｶﾆｼﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)）
国道2号
(尾道・福山自動車道)

1995 412 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ 金網・ネット工

126 高須トンネル（下り） （ﾀｶｽﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
(尾道・福山自動車道)

1983 321 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

127 高須トンネル（上り） （ﾀｶｽﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)）
国道2号
(尾道・福山自動車道)

1991 272 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ 金網・ネット工

128 防士トンネル（上り） （ﾎﾞｳｼﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)）
国道2号
（福山本郷道路）

1968 462 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 金網・ネット工

129 防地トンネル（下り） （ﾎﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)）
国道2号
（福山本郷道路）

1977 504 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

130 下木原トンネル （ｼﾓｷﾊﾗﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2009 595 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

131 是国トンネル （ｺﾚｸﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2009 433 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

132 正分トンネル （ｼｮｳﾌﾞﾝﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2007 403 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

133 福寄トンネル （ﾌｸﾖﾘﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2011 154 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

134 時広トンネル （ﾄｷﾋﾛﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2005 1,160 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

135 中之町トンネル （ﾅｶﾉﾁｮｳﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

1999 435 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

136 駒ヶ原トンネル （ｺﾏｶﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2000 515 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

2/4



別添①

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

施設名

※1 判定区分　平成26年度以降　Ⅰ：健全　Ⅱb：予防保全段階(監視)、Ⅱa：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

  　　　　　　平成25年度以前　Ｂ：予防保全段階(監視)、Ａ：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、２Ａ：早期措置段階、３Ａ：緊急措置段階

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

路線名

点検計画【○】・修繕計画【●】・監視点検【△】

H37H31H29

延長（m） 市区町村名都道府県名管理事務所名

H30

※2 講ずる
措置の内容

中国地方整備局　トンネル点検計画・修繕計画(平成２９年度)

H36

トンネル毎の
※1 判定区分

点検年度

H33 H34 H35

完成年次
（西暦）

H32H28

No

トンネル名

137 八坂トンネル （ﾔｻｶﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

1998 579 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

138 西宮トンネル （ﾆｼﾐﾔﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

1994 708 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

139 頼兼トンネル （ﾖﾘｶﾈﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
（福山本郷道路）

2001 620 福山河川国道事務所 広島県 三原市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

140 洲江トンネル （ｽﾉｴﾄﾝﾈﾙ）
国道317号
（西瀬戸自動車道）

2003 447 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

141 瀬戸田トンネル （ｾﾄﾀﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道317号
（西瀬戸自動車道）

2002 717 福山河川国道事務所 広島県 尾道市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

142 神村トンネル(上り） (ｶﾑﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ))
国道2号
(倉敷福山道路）

2007 430 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

143 平トンネル(上り) (ﾋﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ))
国道2号
(倉敷福山道路）

2014 247 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

144 松本トンネル(上り） (ﾏﾂﾓﾄﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ))
国道2号
(倉敷福山道路）

2005 303 福山河川国道事務所 広島県 福山市 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

145 木ノ庄トンネル （ｷﾉｼｮｳﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 2,826 三次河川国道事務所 広島県 尾道市 ● ○ 平成27年度 Ⅱａ はつり落とし工

146 岩根トンネル （ｲﾜﾈﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2006 1,193 三次河川国道事務所 広島県 尾道市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

147 貝ヶ原トンネル （ｶｲｶﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2006 211 三次河川国道事務所 広島県 尾道市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

148 宇津戸第一トンネル （ｳﾂﾄﾞﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2007 1,136 三次河川国道事務所 広島県 世羅町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

149 宇津戸第二トンネル （ｳﾂﾄﾞﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2007 671 三次河川国道事務所 広島県 世羅町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

150 別迫トンネル （ﾍﾞｯｻｺﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 542 三次河川国道事務所 広島県 世羅町 ○ ○ 平成25年度 Ｂ －

151 三玉トンネル （ﾐﾀﾏﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 292 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

152 杉戸トンネル （ｽｷﾞﾄﾞﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2012 506 三次河川国道事務所 島根県 雲南市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

153 吉田トンネル （ﾖｼﾀﾞﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 1,627 三次河川国道事務所 島根県 雲南市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

154 川尻トンネル （ｶﾜｼﾘﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2010 425 三次河川国道事務所 島根県 雲南市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

155 高瀬山トンネル （ﾀｶｾﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 801 三次河川国道事務所 島根県 雲南市 ● ○ ○ 平成25年度 A 措置済

156 上熊谷トンネル （ｶﾐｸﾏﾀﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 971 三次河川国道事務所 島根県 雲南市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

157 甲立トンネル （ｺｳﾀﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 133 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 ●○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ 措置済

158 幸トンネル （ｻｲﾜｲﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1969 122 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ●○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ 措置済

159 天神トンネル （ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1970 104 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ●○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ 措置済

160 天狗トンネル （ﾃﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1994 312 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ●○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ 措置済

161 高茂トンネル （ｺｳﾓﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2011 535 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

162 川平トンネル （ｶﾜﾋﾗﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2011 1,030 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

163 ほたる見トンネル （ﾎﾀﾙﾐﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2012 394 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

164 下本谷トンネル （ｼﾓﾎﾝﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2010 166 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

165 中本谷トンネル （ﾅｶﾎﾝﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2010 680 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

166 野呂谷トンネル （ﾉﾛﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2011 2,428 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

167 麻志トンネル （ﾏｼﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2011 209 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

168 竹地谷トンネル （ﾀｹﾁﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2011 1,329 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

169 大万木トンネル （ｵｵﾖﾛｷﾞﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2012 4,878 三次河川国道事務所 広島県 庄原市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

170 長田敷地トンネル （ﾅｶﾞﾀｼｷﾄﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2009 993 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

171 三良坂トンネル （ﾐﾗｻｶﾄﾝﾈﾙ）
中国横断自動車道
尾道松江線

2008 571 三次河川国道事務所 広島県 三次市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

172 新田万里トンネル（上り） （ｼﾝﾀﾏﾘﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道2号 1978 305 広島国道事務所 広島県 竹原市 ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

173 田万里トンネル（下り） （ﾀﾏﾘﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道2号 1958 194 広島国道事務所 広島県 竹原市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

174 西小寺トンネル （ﾆｼｺﾃﾞﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1958 70 広島国道事務所 広島県 竹原市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

175 八本松トンネル （ﾊﾁﾎﾝﾏﾂﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1991 330 広島国道事務所 広島県 東広島市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

176 国信第１トンネル （ｸﾆﾉﾌﾞﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(東広島廿日市道路)

2003 100 広島国道事務所 広島県 海田町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

177 国信第２トンネル （ｸﾆﾉﾌﾞﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(東広島廿日市道路)

2003 225 広島国道事務所 広島県 海田町 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

178 押手トンネル （ｵｼﾃﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(東広島廿日市道路)

2004 246 広島国道事務所 広島県
広島市安芸
区

○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

179 鈴ヶ峰トンネル（上り） （ｽｽﾞｶﾞﾐﾈﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道2号(広島西道路) 1973 745 広島国道事務所 広島県 広島市西区 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

180 鈴ヶ峰トンネル（下り） （ｽｽﾞｶﾞﾐﾈﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道2号(広島西道路) 1971 715 広島国道事務所 広島県 広島市西区 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

181 屋代トンネル（上り） （ﾔｼﾛﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道2号(広島西道路) 1972 152 広島国道事務所 広島県
広島市佐伯
区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

182 屋代トンネル（下り） （ﾔｼﾛﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道2号(広島西道路) 1977 147 広島国道事務所 広島県
広島市佐伯
区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

183 八坂山トンネル （ﾊｯｻｯｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1948 96 広島国道事務所 広島県 廿日市市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

184 中野トンネル （ﾅｶﾉﾄﾝﾈﾙ）
国道2号
(東広島廿日市道路)

2012 568 広島国道事務所 広島県
広島市安芸
区

○ ○ 平成25年度 Ｂ －

185 天応トンネル （ﾃﾝﾉｳﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1938 43 広島国道事務所 広島県 呉市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ 裏込め注入工

186 猪山トンネル （ｲﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1935 58 広島国道事務所 広島県 呉市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅱａ
はつり落とし工
金網・ネット工

187 吉浦トンネル （ﾖｼｳﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1935 283 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

188 魚見山トンネル （ｳｵﾐﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道31号 1947 860 広島国道事務所 広島県 呉市 ●○ ○ 平成26年度 Ⅲ
金網・ネット工

線導水工

189 可部トンネル （ｶﾍﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 2002 400 広島国道事務所 広島県
広島市安佐
北区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

190 南原トンネル （ﾅﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 2005 606 広島国道事務所 広島県
広島市安佐
北区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

191 下町屋トンネル （ｼﾓﾏﾁﾔﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 2006 123 広島国道事務所 広島県
広島市安佐
北区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

192 大林トンネル （ｵｵﾊﾞﾔｼﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 2006 389 広島国道事務所 広島県
広島市安佐
北区

● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 措置済

193 根之谷トンネル （ﾈﾉﾀﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1983 616 広島国道事務所 広島県
広島市安佐
北区

● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

194 向山トンネル （ﾑｺｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1986 235 広島国道事務所 広島県 安芸高田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

195 上根トンネル （ｶﾐﾈﾄﾝﾈﾙ） 国道54号 1980 365 広島国道事務所 広島県 安芸高田市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

196 休山トンネル （ﾔｽﾐﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 2001 1,706 広島国道事務所 広島県 呉市 ●○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
金網・ネット工

当て板工

197 仁方トンネル （ﾆｶﾀﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 1967 438 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

198 仁方第二トンネル （ﾆｶﾀﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 1976 470 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

199 川尻トンネル （ｶﾜｼﾞﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 1958 155 広島国道事務所 広島県 呉市 ●○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
はつり落とし工

金網・ネット工　ほか

200 黒地トンネル （ｸﾛﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 1979 118 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

201 鎌倉トンネル （ｶﾏｸﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 2008 565 広島国道事務所 広島県 東広島市 ○ ○ 平成28年度 Ⅱｂ －

202 木谷トンネル （ｷﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道185号 1966 138 広島国道事務所 広島県 東広島市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

203 横路トンネル （ﾖｺﾛﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2005 1,806 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

204 掲山トンネル （ｱｹﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2006 1,053 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済
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別添①

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

施設名

※1 判定区分　平成26年度以降　Ⅰ：健全　Ⅱb：予防保全段階(監視)、Ⅱa：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

  　　　　　　平成25年度以前　Ｂ：予防保全段階(監視)、Ａ：予防保全段階(重点監視、計画的対策)、２Ａ：早期措置段階、３Ａ：緊急措置段階

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

路線名

点検計画【○】・修繕計画【●】・監視点検【△】

H37H31H29

延長（m） 市区町村名都道府県名管理事務所名

H30

※2 講ずる
措置の内容

中国地方整備局　トンネル点検計画・修繕計画(平成２９年度)

H36

トンネル毎の
※1 判定区分

点検年度

H33 H34 H35

完成年次
（西暦）

H32H28

No

トンネル名

205 広石内トンネル （ﾋﾛｲｼｳﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2011 522 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

206 郷原トンネル （ｺﾞｳﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2009 660 広島国道事務所 広島県 呉市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

207 岩山トンネル （ｲﾜﾔﾏﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2011 1,172 広島国道事務所 広島県 東広島市 ●○ ○ 平成27年度 Ⅲ
はつり落とし工
金網・ネット工

208 下三永トンネル （ｼﾓﾐﾅｶﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2006 658 広島国道事務所 広島県 東広島市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ
はつり落とし工

金網・ネット工　ほか

209 溝口田万里トンネル （ﾐｿﾞｸﾁﾀﾏﾘﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2004 983 広島国道事務所 広島県 東広島市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ
はつり落とし工

金網・ネット工　ほか

210 金剛山トンネル （ｺﾝｺﾞｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2014 497 広島国道事務所 広島県 東広島市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

211 馬木宗近トンネル （ｳﾏｷﾑﾈﾁｶﾄﾝﾈﾙ）
国道375号
(東広島・呉自動車道)

2014 286 広島国道事務所 広島県 東広島市 ○ ○ 平成27年度 Ⅱｂ －

212 広島新交通1号線 ﾋﾛｼﾏｼﾝｺｳﾂｳｲﾁｺﾞｳｾﾝ 国道54号 1994 851 広島国道事務所 広島県 広島市 ○ ○ － － －

213 岩国隧道 （ｲﾜｸﾆｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道2号 1966 362 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ
断面修復工

金網・ネット工

214 田原トンネル （ﾀﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1967 70 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

215 防府第１トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1981 823 山口河川国道事務所 山口県 防府市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
断面修復工

金網・ネット工

216 防府第２トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1981 347 山口河川国道事務所 山口県 防府市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
断面修復工

金網・ネット工

217 防府第３トンネル （ﾎｳﾌﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 1977 1,828 山口河川国道事務所 山口県 防府市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ 金網・ネット工

218 高山トンネル （ｺｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道2号 2003 605 山口河川国道事務所 山口県
山陽小野田
市

○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

219 長府隧道 （ﾁｮｳﾌｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道2号 1957 550 山口河川国道事務所 山口県 下関市 ○ ● ○ 平成28年度 Ⅲ
金網・ネット工

線導水工

220 木戸山隧道 （ｷﾄﾞﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道9号 1961 821 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ
断面修復工

金網・ネット工

221 杖坂隧道 （ﾂｴｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道9号 1962 151 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ
金網・ネット工
はつり落とし工

222 真琴隧道 （ﾏﾅｺﾄｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道9号 1962 91 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

223 梶木隧道 （ｶｼﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道9号 1963 139 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

224 峠山隧道 （ﾀｵﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道9号 1963 121 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ
断面修復工

金網・ネット工

225 七尾山トンネル（下り） （ﾅﾅｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道9号 1992 442 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

226 七尾山トンネル（上り） （ﾅﾅｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道9号 1992 466 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

227 朝田トンネル（下り） （ｱｻﾀﾞﾄﾝﾈﾙ(ｸﾀﾞﾘ)） 国道9号 1983 90 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

228 朝田トンネル（上り） （ｱｻﾀﾞﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ)） 国道9号 1999 90 山口河川国道事務所 山口県 山口市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
金網・ネット工
はつり落とし工

229 愛宕山トンネル （ｱﾀｺﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道188号 2002 668 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 ○ ○ 平成25年度 ２Ａ 措置済

230 沢江トンネル （ｻﾜｴﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1989 178 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

231 豊原トンネル （ﾄﾖﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1992 182 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

232 白拍子隧道 （ｼﾗﾋﾞｮｳｼｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道191号 1966 91 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ
金網・ネット工

線導水工

233 榎谷隧道 （ｴﾉｷﾀﾞﾆｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道191号 1964 130 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ
はつり落とし工

線導水工

234 鎖坂隧道 （ｸｻﾘｻﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道191号 1964 30 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ 措置済

235 玉江隧道 （ﾀﾏｴｽﾞｲﾄﾞｳ） 国道191号 1966 70 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ
断面修復工

金網・ネット工

236 田部トンネル （ﾀﾍﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1974 538 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ
はつり落とし工

線導水工

237 井部田トンネル （ｲﾍﾞﾀﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1973 317 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ○ ○ 平成26年度 Ⅲ 措置済

238 宇田トンネル （ｳﾀﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1971 113 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ●○ ○ 平成25年度 ２Ａ
断面修復工

金網・ネット工

239 惣郷トンネル （ｿｳｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1976 260 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ●○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

240 小刈トンネル （ｺｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1974 148 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

241 大刈トンネル （ｵｵｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1977 1,466 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ
金網・ネット工

線導水工

242 須佐トンネル （ｽｻﾄﾝﾈﾙ） 国道191号 1975 714 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅱａ
はつり落とし工

線導水工

243 三隅トンネル （ﾐｽﾐﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2005 632 山口河川国道事務所 山口県 阿武町 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

244 生島トンネル （ｲｶｼﾏﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2002 789 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ○ ○ 平成26年度 Ⅱｂ －

245 津雲トンネル （ﾂｸﾓﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2005 804 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成27年度 Ⅲ 措置済

246 飯井第一トンネル （ｲｲﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2005 397 山口河川国道事務所 山口県 長門市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅱａ 措置済

247 飯井第二トンネル （ｲｲｲﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2005 387 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ● ○ ○ 平成26年度 Ⅲ
金網・ネット工
はつり落とし工

248 明石第一トンネル （ｱｶｲｼﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2006 228 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

249 明石第二トンネル （ｱｶｲｼﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2005 599 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ● ○ ○ 平成25年度 ２Ａ はつり落とし工

250 山田トンネル （ﾔﾏﾀﾞﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2010 422 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －

251 青海トンネル （ｵｵﾐﾄﾝﾈﾙ）
国道191号
(萩・三隅道路)

2010 1,633 山口河川国道事務所 山口県 萩市 ○ ○ 平成24年度 Ｂ －
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