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河川ハンドブックの利用に際しての留意事項 
 

 

 道路、河川、砂防その他の構造物の計画・設計にあたっては、各種示方書、技術指針

等の基準に準拠しているところであるが、地形、地質等現場条件の複雑な土木工事にあ

っては、諸基準の主旨を正確に把握し、適正な運用を行うことは必ずしも容易ではなく、

担当者によって、その判断に違いが生ずることは、設計施工などの技術管理面において

問題を残すことにもなる。 

 土木構造物の構築を円滑に執行するためには、技術基準の整備、業務の合理化、簡素

化などを推進することが必要である。このため、山梨県においては、設計施工、技術管

理業務についての、各種基準、示方書、指針及び諸通知等の規定をわかりやすく「河川

ハンドブック」としてまとめ、今回、発刊に至った次第である。 

 しかし、「河川ハンドブック」に示す各規定や考え方等は、上記のような経緯で発刊さ

れたものであるから、特殊な構造物や特殊な設計条件下にあっては、必ずしもこの「河

川ハンドブック」だけでは十分とはいえず、他の資料（「河川ハンドブック」の上位文書

として位置づけられる各種政令、国土交通省およびその関連機関から発信されている技

術基準、指針、関連文献）も参考にしつつ実態にあった設計がなされるよう考慮すべき

である。 

 なお、当然のことながら各種政令、国土交通省およびその関連機関から発信されてい

る技術基準、指針、関連文献が改定になった場合は、「河川ハンドブック」もすみやかに

改定されなければならない。ただし、改定がなされるまでの期間においては、「河川ハン

ドブック」の記述内容を読み替え、改定された各種政令、国土交通省およびその関連機

関から発信されている技術基準、指針、関連文献等の内容が優先されるものとする。 

 

 この「河川ハンドブック」は、山梨県県土整備部所管事業の計画・設計に適用する。

 なお、河川ハンドブックの改定直前あるいは後において、示方書、指針等の基準が

改定になった場合は、この「河川ハンドブック」の規定を読み替えるものとする。 

また、現在適用している『土木工事設計マニュアル河川編(平成 9 年 4 月)』は廃止

する。 

 平成２１年 ４月 
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