
表２－２　【岡山県】トンネル点検結果
平成27年6月30日時点
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点検記
録
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名
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判定区
分

1 摺鉢山トンネル (ｽﾘﾊﾞﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 中国横断自動車道岡山米子線 2004 4093 西日本高速道路株式会社 岡山県 真庭市 Ⅲ

2 摺鉢山トンネル (ｽﾘﾊﾞﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 中国横断自動車道岡山米子線 1992 4099 西日本高速道路株式会社 岡山県 真庭市 Ⅲ

3 新見トンネル (ﾆｲﾐﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道　 1978 1300 西日本高速道路株式会社 岡山県 新見市 Ⅱ

4 新見トンネル (ﾆｲﾐﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道　 1982 1165 西日本高速道路株式会社 岡山県 新見市 Ⅱ

5 塩納トンネル (ｼｵﾉｳﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 476 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅱ

6 塩納トンネル (ｼｵﾉｳﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 532 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅱ

7 龍王山トンネル (ﾘﾕｳｵｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1531 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

8 龍王山トンネル (ﾘﾕｳｵｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1528 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

9 馬屋トンネル (ﾏﾔﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1115 西日本高速道路株式会社 岡山県 赤磐市 Ⅱ

10 馬屋トンネル (ﾏﾔﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1091 西日本高速道路株式会社 岡山県 赤磐市 Ⅲ

11 牟佐トンネル (ﾑｻﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1354 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

12 牟佐トンネル (ﾑｻﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1327 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

13 宗谷山トンネル (ｿｳﾀﾆﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1294 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

14 宗谷山トンネル (ｿｳﾀﾆﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 1323 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

15 笠井山トンネル (ｶｻｲﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 3197 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

16 笠井山トンネル (ｶｻｲﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1993 3181 西日本高速道路株式会社 岡山県 岡山市 Ⅲ

17 酒津トンネル (ｼﾕﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1987 412 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

18 酒津トンネル (ｼﾕﾂﾞﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1987 392 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

19 水江トンネル (ﾐｽﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1987 782 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅲ

20 水江トンネル (ﾐｽﾞｴﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1987 813 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

21 中庄トンネル (ﾅｶｼﾖｳﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1988 90 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

22 中庄トンネル (ﾅｶｼﾖｳﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1988 71 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

23 金田トンネル (ｶﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1988 478 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

24 金田トンネル (ｶﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1988 440 西日本高速道路株式会社 岡山県 倉敷市 Ⅱ

1 玉野トンネル (ﾀﾏﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道４３０号 2010 251 岡山県 岡山県 玉野市 Ⅱ

2 早瀧由伽トンネル (ﾊﾔﾀｷﾕｶﾄﾝﾈﾙ) 県道玉野福田線 1998 250 岡山県 岡山県 玉野市 Ⅱ

3 富トンネル (ﾄﾐﾄﾝﾈﾙ) 県道倉敷成羽線 2004 210 岡山県 岡山県 倉敷市 Ⅲ

4 芳井トンネル (ﾖｼｲﾄﾝﾈﾙ) 国道３１３号 1996 227 岡山県 岡山県 井原市 Ⅱ

5 遙照山トンネル (ﾖｳｼｮｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 県道矢掛寄島線 2000 1,210 岡山県 岡山県 矢掛町 Ⅲ

6 三室峡トンネル (ﾐﾑﾛｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道足立東城線 2002 289 岡山県 岡山県 新見市 Ⅱ

7 中和トンネル (ﾁｭｳｶﾄﾝﾈﾙ9 国道３１３号 1991 855 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

8 真加子トンネル (ﾏｶｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道４８２号 2004 437 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

9 清谷トンネル (ｾｲﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道新見勝山線 1992 340 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

10 友定トンネル (ﾄﾓｻﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道新見勝山線 2002 185 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

11 手の尾トンネル (ﾃﾉｵﾄﾝﾈﾙ) 県道新見勝山線 2008 195 岡山県 岡山県 真庭市 Ⅱ

12 野土路トンネル (ﾉﾄﾛﾄﾝﾈﾙ) 県道北房川上線 2005 2,000 岡山県 岡山県 新庄村 Ⅱ

13 矢谷山トンネル (ﾔﾀﾆﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 1998 65 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅱ

14 雲井山トンネル (ｸﾓｲﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 1998 1,497 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅲ

15 甘木トンネル (ｱﾏｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 1998 247 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅲ
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16 大釣トンネル (ｵｵﾂﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 2002 1,293 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅰ

17 湯の坂トンネル (ﾕﾉｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 1995 535 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅱ

18 いつきトンネル (ｲﾂｷﾄﾝﾈﾙ) 国道１７９号 1992 153 岡山県 岡山県 鏡野町 Ⅲ

19 大師山トンネル (ﾀｲｼﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道４２９号 2004 920 岡山県 岡山県 吉備中央町 Ⅱ

20 江与味第１トンネル (ｴﾖﾐﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道４２９号 2007 293 岡山県 岡山県 美咲町 Ⅱ

21 湯郷第１トンネル (ﾕﾉｺﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道３７４号 2010 852 岡山県 岡山県 美作市 Ⅱ

22 湯郷第２トンネル (ﾕﾉｺﾞｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道３７４号 2007 287 岡山県 岡山県 美作市 Ⅲ

1 管掛隧道 (ｶﾝｶｹｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道玉柏野々口線 1933 41 岡山市 岡山県 岡山市北区 Ⅲ

1 相生トンネル (ｱｲｵｲﾄﾝﾈﾙ) 市道笠岡中央線 1972 515 笠岡市 岡山県 笠岡市 Ⅲ

1 滝ノ端隧道 (ﾀｷﾉﾊﾅｽﾞｲﾄﾞｳ) 滝の端草田本線 不明 26 総社市 岡山県 総社市 Ⅱ

1 東前寺隧道 (ﾄｳｾﾞﾝｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 一般県道豊永赤馬長屋線 1955 96 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

2 力谷トンネル (ｼｺﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 市道力谷線 1932 24 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

3 広瀬トンネル (ﾋﾛｾﾄﾝﾈﾙ) 市道唐松広瀬線 1925 34 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

4 苦ヶ坂トンネル (ﾆｶﾞｻｶﾄﾝﾈﾙ) 市道西方下神代線 1915 36 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

5 井手山トンネル (ｲﾃﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 市道千原朝間線 1997 83 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

6 大日トンネル (ﾀﾞｲﾆﾁﾄﾝﾈﾙ) 市道湖岸線 1983 90 新見市 岡山県 新見市 Ⅱ

1 阿坂隧道 (ｱｻﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道地頭上99号線市道上竹中央線 1973 360 浅口市 岡山県 浅口市 Ⅲ

1 影石谷トンネル (ｶｹﾞｲｼﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 村道粟倉線 不明 226 西粟倉村 岡山県 西粟倉村 Ⅲ


