
【判定区分】

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

【点検結果】
管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

土湯トンネル ﾂﾁﾕ 国道115号 1989 3360 福島県 福島市 Ⅲ

飯坂トンネル ｲｲｻﾞｶ 国道399号 1990 351 福島県 福島市 Ⅲ

小綱木トンネル ｺﾂﾅｷﾞ 国道114号 2012 646 福島県 川俣町 Ⅲ

御代田トンネル ﾐﾖﾀﾞ 国道349号 2015 509 福島県 伊達市 Ⅲ

三ツ森トンネル ﾐﾂﾓﾘ 県道石筵・本宮線 1993 257 福島県 大玉村 Ⅲ

三森トンネル ｻﾝﾓﾘ 主要地方道郡山・湖南線 1992 1365 福島県 郡山市 Ⅲ

勢至堂トンネル ｾｲｼﾄﾞｳ 国道294号 1994 1149 福島県 須賀川市 Ⅲ

黒森トンネル ｸﾛﾓﾘ 国道294号 2003 978 福島県 郡山市 Ⅲ

多田野トンネル ﾀﾀﾞﾉ 主要地方道郡山・湖南線 2005 293 福島県 郡山市 Ⅱ

三春トンネル ﾐﾊﾙ 主要地方道郡山・大越線 1991 190 福島県 三春町 Ⅲ

きびたきトンネル ｷﾋﾞﾀｷ 国道289号 2005 1020 福島県 西郷村 Ⅲ

芦ノ牧トンネル ｱｼﾉﾏｷ 国道118号 1970 335 福島県 会津若松市 Ⅲ

松坂３号トンネル ﾏﾂｻﾞｶｻﾝｺﾞｳ 国道401号 1987 458 福島県 会津美里町 Ⅱ

松坂２号トンネル ﾏﾂｻﾞｶﾆｺﾞｳ 国道401号 1988 336 福島県 会津美里町 Ⅱ

松坂１号トンネル ﾏﾂｻﾞｶｲﾁｺﾞｳ 国道401号 1992 1052 福島県 会津美里町 Ⅲ

松坂４号トンネル ﾏﾂｻﾞｶﾖﾝｺﾞｳ 国道401号 1992 308 福島県 会津美里町 Ⅱ

川井トンネル ｶﾜｲ 国道252号 1972 75 福島県 三島町 Ⅲ

川口トンネル ｶﾜｸﾞﾁ 国道252号 1990 206 福島県 金山町 Ⅲ

松倉トンネル ﾏﾂｸﾗ 国道252号 2001 333 福島県 柳津町 Ⅱ

獅子落洞門 ｼｼｵﾄｼﾄﾞｳﾓﾝ 主要地方道柳津・昭和線 2006 733 福島県 柳津町 Ⅲ

早戸温泉郷トンネル ﾊﾔﾄｵﾝｾﾝｷｮｳ 国道252号 2010 330 福島県 三島町 Ⅲ

石楠花トンネル ｼｬｸﾅｹﾞ 国道121号 1980 106 福島県 喜多方市 Ⅱ

向坂トンネル ﾑｶｲｻﾞｶ 国道121号 2000 354 福島県 喜多方市 Ⅱ

明ヶ沢第一トンネル ｱｹｶﾞｻﾜﾀﾞｲｲﾁ 国道121号 2002 139 福島県 喜多方市 Ⅱ

明ヶ沢第二トンネル ｱｹｶﾞｻﾜﾀﾞｲﾆ 国道121号 2002 319 福島県 喜多方市 Ⅱ

宮古トンネル ﾐﾔｺ 国道459号 2008 546 福島県 喜多方市 Ⅱ

川曽根山トンネル ｶﾜｿﾈﾔﾏ 主要地方道会津若松・裏磐梯線 1997 92 福島県 北塩原村 Ⅱ

野鳥の森トンネル ﾔﾁｮｳﾉﾓﾘ 主要地方道会津若松・裏磐梯線 2009 159 福島県 北塩原村 Ⅲ

中山トンネル（下り） ﾅｶﾔﾏ 国道352号 1974 503 福島県 南会津町 Ⅱ

小沼崎トンネル ｵﾇﾏｻﾞｷ 国道118号 1975 699 福島県 下郷町 Ⅲ

沼尾トンネル ﾇﾏｵ 国道118号 1981 251 福島県 下郷町 Ⅱ

下郷トンネル ｼﾓｺﾞｳ 国道118号 1981 1392 福島県 下郷町 Ⅱ

駒止トンネル ｺﾏﾄﾞ 国道289号 1982 2010 福島県 南会津町 Ⅱ

舟鼻トンネル ﾌﾈﾊﾅ 国道400号 1992 625 福島県 下郷町 Ⅲ

高野トンネル ｺｳﾔ 国道400号 1995 323 福島県 南会津町 Ⅱ

積入山トンネル ﾂﾐｲﾘﾔﾏ 国道400号 2007 1579 福島県 南会津町 Ⅲ

中山トンネル（上り） ﾅｶﾔﾏ 国道352号 1905 520 福島県 南会津町 Ⅱ

叶津第１トンネル
【未供用】

ｶﾉｳﾂﾞﾀﾞｲｲﾁ 国道289号 1992 296 福島県 只見町 Ⅲ

叶津第２トンネル
【未供用】

ｶﾉｳﾂﾞﾀﾞｲﾆ 国道289号 1996 567 福島県 只見町 Ⅲ

一の宮隧道 ｲﾁﾉﾐﾔｽﾞｲﾄﾞｳ 県道落合・浪江線 1959 22 福島県 浪江町 Ⅲ

神鳴隧道 ｶﾐﾅﾘｽﾞｲﾄﾞｳ 県道落合・浪江線 1959 32 福島県 浪江町 Ⅲ

大柿トンネル ｵｵｶﾞｷ 国道114号 1981 470 福島県 浪江町 Ⅲ

仙人沢トンネル ｾﾝﾆﾝｻﾞﾜ 国道114号 1981 1024 福島県 浪江町 Ⅲ

沢中トンネル ｻﾜﾅｶ 国道114号 1982 140 福島県 浪江町 Ⅲ

矢具野トンネル ﾔｸﾞﾉ 国道114号 1987 189 福島県 浪江町 Ⅲ

けやきトンネル
（３号）

ｹﾔｷ 主要地方道小野・富岡線 1990 114 福島県 富岡町 Ⅲ

与市ヶ平トンネル
（４号）

ﾖｲﾁｶﾞﾋﾗ 主要地方道小野・富岡線 1991 120 福島県 富岡町 Ⅲ

麓山トンネル（６号） ﾊﾔﾏ 主要地方道小野・富岡線 1991 588 福島県 富岡町 Ⅲ

野上トンネル ﾉｶﾞﾐ 国道288号 1992 159 福島県 大熊町 Ⅲ

　　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

路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

トンネル名 フリガナ

平成２９年度　トンネル点検結果（福島県管理道路）

区分 状態

　　構造物の機能に支承が生じていない状態

　　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

　　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
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昼曾根トンネル ﾋﾙｿﾈ 国道114号 1994 725 福島県 浪江町 Ⅲ

くぬぎトンネル
（２号）

ｸﾇｷﾞ 主要地方道小野・富岡線 1994 97 福島県 富岡町 Ⅲ

ちゅうかトンネル
（７号）

ﾁｭｳｶ 主要地方道小野・富岡線 1996 131 福島県 富岡町 Ⅲ

新芝坂トンネル ｼﾝｼﾊﾞｻｶ 県道下川内竜田停車場線 1996 283 福島県 楢葉町 Ⅲ

割山トンネル ﾜﾘﾔﾏ 主要地方道小野・富岡線 1997 826 福島県 川内村 Ⅲ

大倉トンネル（５号） ｵｵｸﾗ 主要地方道小野・富岡線 1997 359 福島県 富岡町 Ⅲ

原浪トンネル ﾊﾗﾅﾐ 主要地方道原町・浪江線 1999 1612 福島県 南相馬市 Ⅲ

滝川トンネル（１号） ﾀｷｶﾞﾜ 主要地方道小野・富岡線 2001 702 福島県 富岡町 Ⅲ

玉の湯温泉トンネル ﾀﾏﾉﾕｵﾝｾﾝ 国道288号 2013 189 福島県 大熊町 Ⅱ

鍋倉トンネル ﾅﾍﾞｸﾗ 主要地方道小野・富岡線 2015 306 福島県 川内村 Ⅱ
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