■新潟鳥屋野線整備に伴う駅周辺交通の円滑化
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工 事 名：駅周第２号 ３・４・535新潟鳥屋野線舗装工事
施工場所：新潟市中央区水島町他地内
発 注 者：新潟市新潟駅周辺整備事務所
施 工 者：本間道路（株）
コメント：新潟駅付近連続立体交差事業の一部完成に伴い、新潟鳥屋野線を高架下に南北
に整備することにより開通前の経路であった旧米山踏切・旧天神尾踏切からの
交通が転換し、自動車、自転車、歩行者の円滑な交通の流れが可能となり、特に、
交差点に自転車専用信号機を設置し自転車、歩行者の安全性の向上を図ってい
ます。
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女子大学生と女性技術者による
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【ポンプ室内設置写真】
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【先行削孔後、鋼矢板打込み】
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「i-Construction（アイ・コンストラクション）」とは？
国土交通省では、建設現場で働く労働者一人一人の生産性を向上させ、魅力ある建設
現場を実現する「i-Construction」の取り組みを進めています。
「i-Construction」は、
＂ICT 技術の全面的な活用＂、＂規格の標準化＂、＂施工時期の平準
化＂等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセスの最適化を図り、
もって魅力ある建設現場を目指す取り組みです。
本誌では「i-Construction（アイ・コンストラクション）」に関連する取り組みや建設
現場などの記事を読者の皆様にわかりやすく知って頂くために、当該記事に上記ロゴを表
示しています。
※このロゴは平成 30 年６月１日に国土交通省が決定したロゴです。建設業界はもちろん、
業界を超えて社会全体から応援される取り組みへと「深化」するシンボルとなっています。

「北陸の建設技術」への意見、ご感想が
ありましたらお聞かせください。
E-mail:hokugi＠hrr.mlit.go.jp

〒950-0917 新潟市中央区天神1-12-8（LEXN B 7F） TEL 025-278-7810

FAX 025-278-7825

