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第１節 水防倉庫及び資器材
第４章 非常配備体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７６
第１節 水防本部員の非常配備体制
第２節 消防団（水防隊）の非常配備
第５章 重要水防箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７７
第１節 重要水防箇所
第２節 重要工作物
第６章 水防に関連する予報・警報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７９
第１節 水防に関連する予報・警報の種類と発表基準
第７章 水防警報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８３
第１節 水防警報の意義
第２節 水防警報の行われる河川及び海岸
第３節 水防警報を発する基準
第４節 水防警報の各段階と内容
第５節 水防警報発表者及び受報者
第６節 水防標識と水防信号
第８章 水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８５
第１節 予報及び警報とその措置
第２節 気象等の観測及び通報
第３節 通信連絡
第４節 消防団（水防隊）の出動及び解除
第５節 消防団（水防隊）の水防活動における措置
第６節 消防団（水防隊）の監視及び警戒
第７節 水こう門等の操作
第８節 避難のための立退き
第９節 非常輸送
第１０節 決壊等の通報及び処置
第１１節 水防解除
第９章 他の水防管理団体との協力応援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９４
第１節 水防災協議会
第２節 隣接水防管理団体の応援
第３節 その他の応援

第４節 河川管理者の協力事項
第５節 河川管理者からの情報提供（ホットライン）
第１０章 水防訓練等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９６
第１節 水防訓練等
第２節 費用負担と公用負担
第３節 水防報告と水防記録
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