
2000 道路公団　　笹ヶ峰トンネル 2006 北海道開発局・東日本高速道路 国土交通省　馬越トンネル

山形県　　　加茂坂トンネル 　　　　　　　北海道横断自動車道 　〃　　　　亥谷山トンネル

　　　　　　　（本別～阿寒間）トンネル 　〃　　　　始神トンネル

2001 道路公団　　黒田トンネル 国土交通省　成瀬ダム付け替え道路 　〃　　　　道瀬トンネル

国土交通省　日和佐トンネル 　　　　　　トンネル 中日本高速道路　野坂岳トンネル

山口県　　　平瀬トンネル 　〃　　　　白土トンネル 国土交通省　金沢東環卯辰トンネル

道路公団　　市野々・繁藤トンネル 　〃　　　　温海トンネル 　〃　　　　杉保トンネル

　〃　　　　両石トンネル 　〃　　　　小谷戸トンネル

2002 国土交通省　志津見ダムトンネル 東日本高速道路　沖根山トンネル 　〃　　　　尾道・松江自動車道

　〃　　　　橘トンネル 西日本高速道路　焼坂第１トンネル 　　　　　（古田・麻志・川尻トンネル）

道路公団　　明神トンネル 　〃　　　　　　歯長山トンネル 　〃　　　　新清水トンネル

　〃　　　　法皇・大影トンネル 　〃　　　　　　新角谷トンネル 　〃　　　　天河内トンネル

秋田県　　　梅内トンネル 西日本高速道路　歯長山トンネル

2003 愛媛県　　　八西トンネル 石川県　　　日谷トンネル 国土交通省　古江トンネル

道路公団　　芦川トンネル 九州新幹線　楠田トンネル（大牟田市）

福島県　　　合戸トンネル 国土交通省　鳥尾トンネル 2010 北海道開発局・東日本高速道路

国土交通省　生口島州江トンネル 　〃　　　　岩崎トンネル 　　　　　　北海道縦貫自動車道

　〃　　　　三坂第１トンネル 関西電力　　関電大町トンネル 　　　　　（函館～稚内間）トンネル

道路公団　　黒田トンネル 徳島県　　　新府能トンネル 東日本高速道路　原町トンネル

　〃　　　　馬瀬トンネル 国土交通省　新松尾トンネル 国土交通省　堅苔沢トンネル

国土交通省　日和佐トンネル 　〃　　　　魔当山トンネル

2007 国土交通省　向落合トンネル 　〃　　　　猿ヶ瀬トンネル

2004 国土交通省　甲子トンネル 　〃　　　　養母田トンネル 　〃　　　　樽這トンネル

　〃　　　　中佐治トンネル 　〃　　　　麻生トンネル 　〃　　　　古里第３・加田トンネル

　〃　　　　北山トンネル 中日本高速道路　敦賀トンネル 　〃　　　　小坂・久々野トンネル

　〃　　　　胆沢５号トンネル 国土交通省　新唐桑トンネル 三重県　　　堅神トンネル

　〃　　　　鴇波トンネル 　〃　　　　大笹生トンネル 中日本高速道路　中郷トンネル

　〃　　　　前原１号トンネル 　〃　　　　温海トンネル北 国土交通省　大袋トンネル

道路公団　　北海道横断自動車道（夕張～ 鉄道・運輸機構　北海道新幹線 　〃　　　　氷見第１１トンネル

　　　　　　十勝清水間）トンネル 　　　　　　　（新青森～新函館 　〃　　　　丹波第１・２トンネル

　〃　　　　二古トンネル 　　　　　　　　北斗間トンネル） 　〃　　　　尾道・松江自動車道

　〃　　　　天魄山トンネル 関西電力　宇奈月鉄道トンネル 　〃　　　　東広島・呉道路

　〃　　　　大茂内第一トンネル 　〃　　　　浜田・三隅道路吉地トンネル

山梨県　　　若彦トンネル 2008 国土交通省　七尾トンネル 　〃　　　　仁摩温泉津道路新馬路

京都府　　　宮津第１２トンネル 　〃　　　　三和トンネル 　　　　　　トンネル

徳島県　　　新府能トンネル 　〃　　　　逢神曽根トンネル 　〃　　　　川平トンネル

京都府道路公社　宮津第１２トンネル 西日本高速道路　焼坂第一トンネル 　〃　　　　影野トンネル北

愛媛県　　　ＬＰＧ備蓄基地作業トンネル 　〃　　　　　新角谷トンネル

高知県　　　　網代トンネル 2011 国土交通省　圏央道山口トンネル

2005 北海道開発局　新佐呂間トンネル 奈良県　　　中ノ庄トンネル

国土交通省　下林トンネル 2009 国土交通省　樺トンネル ＪＲ東海　　新丹奈トンネル

　〃　　　　通岡トンネル 宮城県　　　小平トンネル 石川県　　　清水トンネル

　〃　　　　孔雀館トンネル 福島県　　　あぶくま高原自動車道 国土交通省　氷見第１３トンネル

　〃　　　　西目トンネル 国土交通省　湯西川ダム県道付替トンネル ＪＲ西日本　新丹奈トンネル

　〃　　　　出戸トンネル 　〃　　　　尾肝要トンネル 国土交通省　仁摩温泉津道路福波

道路公団　　小波渡トンネル 　〃　　　　岩泉トンネル 　　　　　　トンネル

　〃　　　　三瀬トンネル 　〃　　　　岩田山トンネル 　〃　　　　尾道・松江道路吉田南

国土交通省　新松尾トンネル 中部電力　　徳山水力発電所トンネル工事 　〃　　　　葛原トンネル　

　〃　　　　手結山第１トンネル

　〃　　　　手結山第２トンネル

　〃　　　　三坂第２トンネル

トンネルその１



2012 北海道開発局・東日本高速道路 2015 鉄道・運輸機構　北海道新幹線 国土交通省（浜田）　三隅益田道路

　　　　　　北海道横断自動車道 　　　　　(新函館北斗～札幌間）トンネル 　　　　　　　　　　新木部トンネル

　　　　　　（黒松内～釧路間）トンネル 国土交通省　栗子トンネル 鳥取県　　　国道４８２号わかさ氷ノ山

国土交通省　地整由比トンネル 　〃　　　　金弁蔵トンネル 　　　　　　トンネル他

滋賀県　　　新観音坂トンネル 　〃　　　　七ツ窪トンネル 国土交通省（松江）　出雲湖陵道路神西

国土交通省　見草トンネル 　〃　　　　唐丹第三トンネル 　　　　　　　　　　トンネル他

三重県　　　矢頭峠トンネル 　〃　　　　宇部トンネル 国土交通省　平底トンネル

中日本高速道路　観音山トンネル 福島県　　　八木沢トンネル 　〃　　　　下尾形トンネル

豊田市　　　安永川トンネル 石川県　　　椎木・北浦工区トンネル 　〃　　　　市ノ村トンネル

国土交通省　氷見第１２トンネル ＪＲ西日本　新北陸トンネル 　〃　　　　二重峠トンネル大津工区

ＪＲ西日本　山中トンネル 愛媛県　　　千丈トンネル 　〃　　　　新日見トンネル

国土交通省　東九州道山口第２トンネル 国土交通省　金上野トンネル

　〃　　　　俵坂トンネル 　〃　　　　八丁峠トンネル 2018 国土交通省　川井第一・第二トンネル

北海道開発局　新美谷トンネル 　　　　　（岩手県）

2013 国土交通省　栄トンネル 北海道　　　　道道泊共和線（芽沼～ 　　　　　　県道古間田滝根線広瀬

　〃　　　　吉浜トンネル 　　　　　　　国富間）トンネル 　　　　　　１号トンネル（福島県）

阪神高速道路　大和川線トンネル 福島県　　　博士トンネル（福島県）

三重県　　　三田坂トンネル 2016 ＪＲ東海　　羽角トンネル 中日本高速道路　山県第一トンネル

ＪＲ東海　　米原トンネル 北海道開発局　見晴トンネル 鉄道・運輸機構　深山トンネル

　〃　　　　東山トンネル 国土交通省　国道４５号新鍬台トンネル 国土交通省　柏崎トンネル

　〃　　　　音羽山トンネル 　　　　　　工事（岩手県） 山口県　　　県道岩国大竹線森ヶ原

ＪＲ西日本　米原トンネル 　〃　　　　工事国道４５号白井地区道路 　　　　　　第２トンネル

国土交通省　見草トンネル 　　　　　　工事白井トンネル（岩手県） 島根県　　　川本波多線多田トンネル

京都府　　　野田川大宮道路第１４トンネル 　〃　　　　成瀬ダム国道付替２号 国土交通省（九州）　熊本３号小田代

国土交通省　東広島・呉道路金剛山・ 　　　　　　トンネル工事（秋田県） 　　　　　　　　　　トンネル

　　　　　　乃美尾トンネル ＪＲ九州　　九州新幹線諫早トンネル

　〃　　　　仁摩温泉津道路新湯里トンネル 2016 ～2019　九州新幹線建設局 高知県　　　小島トンネル

　〃　　　　東九州道蒲江トンネル 　　　　長崎新幹線トンネル工事 国土交通省　日下川放水路トンネル

　〃　　　　佐伯トンネル 　　　　内訳 　〃　　　　見の越トンネル

鉄道・運輸機構　九州新幹線　干綿トンネル 　　　・久山トンネル工事

　〃　　　　　　九州新幹線　彼杵トンネル 　　　・新長崎トンネル工事 2019 国土交通省　池島トンネル

ＮＥＸＣＯ　北海道横断自動車道 　　　・第一平山トンネル 国土交通省（中国）　玉島笠岡道路六条院

　　　　　　（小樽～余市間）トンネル 　　　・平間トンネル 　　　　　　　　　　トンネル他

　　　・その他　これに係わる橋梁 ＮＥＸＣＯ　明神山トンネル

2014 北海道開発局　日高自動車道（苫小牧 　　　　等の工事 高知県　　　和田トンネル

　　　　　　　～静内間）トンネル 国土交通省　岡垣トンネル

国土交通省　佐久間浦川トンネル 2016 ＪＲ東海　　日本坂トンネル

中日本高速道路　樽峠トンネル 鉄道・運輸機構　加賀トンネル 2020 ＪＲ東海　　袖師トンネル

　〃　　　　　　高鷲トンネル 　〃　　　　　　武生トンネル 国土交通省　河津トンネル

　〃　　　　　　軽岡トンネル 国土交通省（鳥取）　鳥取西道路鹿野 　〃　　　　彦根トンネル

　〃　　　　　　宮狩トンネル 　　　　　　　　　　トンネル他 　〃　　　　利賀トンネル

ＪＲ東海　　興津トンネル 　〃　　　（山口）　俵山道路大寧寺 関西電力　　黒部トンネル

石川県　　　おさよトンネル 　　　　　　　　　　３号トンネル他 国土交通省　水海川導水路トンネル

国土交通省　金沢東環御所トンネル 　〃　　　（広島）　休山トンネル 　〃　　　　新今成トンネル

鉄道・運輸機構　北陸新幹線 　〃　　　（福山）　木原道路赤石 　〃　　　　下敷水トンネル

国土交通省　久斗トンネル 　　　　　　　　　　トンネル他 　〃　　　　跡田トンネル

　〃　　　　馬瀬トンネル 国土交通省　新猪ノ鼻トンネル

ＪＲ西日本　東山トンネル 鉄道・運輸機構　経ケ岳トンネル 2021 東京大学　　ハイパーカミオカンデ

　〃　　　　音羽山トンネル 　〃　　　　　　平間トンネル 国土交通省　新内海トンネル

国土交通省　仁摩温泉津道路天河内 大分県　　　新深江トンネル 　〃　　　　不破原トンネル

　　　　　　第２トンネル 　〃　　　　平串トンネル

　〃　　　　多伎朝山道路口田儀 2017 北海道　　　東美唄トンネル

　　　　　　第２トンネル 鉄道・運輸機構　柿原トンネル

　〃　　　　鳥取西道路気高青谷 　〃　　　　　　真脇トンネル

　　　　　　トンネル 　〃　　　　　　脇本トンネル

　〃　　　　平尾トンネル 　〃　　　　　　第２福井トンネル

北海道開発局　渡島トンネル 中国電力　　薄井四代線

　〃　　　　　北海道縦貫自動車道

　　　　　　（余市～黒松内間）トンネル

トンネルその２


