３．知っておきたい川の危険信号

４．緊急事態に備えて

●川全体を観察する

●思いがけない所で起きる土石流

●ライフ・ジャケットは必需品

川に 着い たら， 川に 入る前 にまず 高い 場
所から川全体を観察する。
①危険なものは落ちてい ないか
②水の量はどうか
③流れは速くないか
④急に深くなっていない か
⑤水は濁っていないか
などを しっ かり確 かめ るとと もに， 増水 し
た痕跡などをチェックする 。
もし 流さ れた木 片や ゴミが あるよ うな ら
注意が 必要 。草が なぎ 倒され ていた り， 河
原の石が黄な粉をまぶした ように汚
れていたら ，そこ は水が流れた証拠である 。
植物が まっ たく生 えて いない 河原と 同じ よ
うに雨 が降 ると一 気に 増水し て浸水 する 場
所であ る。 こうし た場 所では ，いざ とい う
場合を 考え て，必 ず避 難路と 道順， 携帯 電
話が通 じな い場合 を考 えて最 寄りの 案内 所
など， 連絡 できる 場所 を確認 してお くこ と
が重要。

渓流で大雨に 遭ってしまっ た時，洪水
の ほ か に注 意 し なけ れ ばな ら な いの が
「 土石流」であ る。大量の土 砂や石が水
と 混じり合って 津波のように 押し寄せて
く る。スピード が速く，破壊 力も凄まじ
い 。危険性のある所では ，1 時間に 20mm
以 上 の 雨が 降 っ たり ， 降り 始 め てか ら
100mm 以上 の長 雨に なっ たら 十分 な注
意 が必要である 。もし土石流 に襲われた
ら ，谷の上流側 でも下流側で もなく，谷
筋 と直角に尾根の方へ逃げる。

万一流 され るよう な事態 が起き ても， ライフ ・ジ ャケッ トを
着ていれば 溺れる心配はない 。事前に安全な場所で予行演習 し，
実 際に浮 くこ とを実 感させ ておく と，い ざとい う時 にも子 ども
が パニッ クに 陥るこ とはな い。た だし， ライフ ・ジ ャケッ トは
サ イズが 合わ ないと 脱げや すく， 役に立 たない ので ，子ど もの
成 長を見 越し て大き めのも のを買 ったり せず， 必ず サイズ の合
っ たもの を用 意する 。なお ，流さ れたら 仰向け にな って足 を下
流 に向け るこ とや， ロープ は救助 者のい る岸と は反 対側の 方に
背 負うな どの 対処法 を事前 にしっ かり教 えてお くこ とが大 切。

●ダムの放流に気を付ける

上流にダムや 堰がある場合 は，雨が降
っ ていなくても 放流によって 川が増水す
る ことがある。 そうした場所 では近くに
放 流を知らせる 看板やスピー カーや電光
掲 示板が必ず設 置されている ので，放流
の 知らせには十 分注意する。 特に大雨が
予 測される時に は，洪水調節 に備えて事
前 に通常より多 くの放流が行 われること
●危険な場所には近づかない
が あるし，大雨 の最中に放流 制限をして
危険 な場 所には ，必 ず「水 遊び危 険」 と い たダムも，貯 水量が限界に まで達すれ
いった よう な看板 が立 てられ ている 。特 に ば 放流を再開す ることがある ので気を付
堰堤の下などは水流が下向 きになっていて ， け る。
落ちた 人は なかな か抜 け出せ ないこ とが あ
る。ま た， 堰堤の 上流 側には 中洲が でき て
いるこ とが あるが ，そ こは増 水時に すぐ に
水に浸かってしまう危険な 場所である。

●こんな時は川の危険信号
日本 の渓 流は， ひと たび雨 が降る と一 気
に増水 し， 鉄砲水 とな ること が多い 。次 の
ような 兆し が現れ たら 川の危 険信号 と判 断
し，すぐ避難する。
①流れ が急 に濁り 出し たり， 流木等 が混 じ
りだし た時 は， 上流 で木々 をなぎ 倒す ほ
どの洪水が発生しているサ インである。
②雨が 降り 続いて いる のに水 位が下 がり 始
めた時 は， 上流で 流 れが堰 き止め られ て
いる可 能性 がある 。そ れが決 壊す ると ，
一気に大量の水が押し寄せ る。
③雨が やん できて いる のに， 水位が 下が ら
ない時 は， 上流で は まだ雨 が降り 続い て
いることの証拠である。
④大き な岩 や石が ごろ ごろ鳴 ったり ，立 ち
木がき しん だり 裂け たりす る音が 聞こ え
るのは ，渓 流近く の斜 面で落 石 や 土砂 崩
れが起き始めそうな時の予 兆である。

植 生の痕跡 のない場所は増水 する

●もしも子 どもが流されたら
子ども が川 の中に 落ちて しまつ た時や 流され た時 にあわ てて
飛 び込ま ない ように する。 衣服を 着たま まだと 泳げ る人で も溺
れ てしま うこ とがあ る。ま た，パ ニック になっ た子 どもに しが
みつ かれて 2 人とも溺 れることに もなりか ねない。救助 する側
もされる側 もまず落ち着き ，冷静に判断することが大切であ る。
流 された 子ど もが手 の届か ない距 離だっ たら， 子ど もの視 界に
入 る場所 から ，専用 のスロ ーロー プを子 どもが 確実 につか める
位 置に投 げる 。子ど もがロ ープを 握った ら，流 れに 押され て自
然 に岸に 寄っ てくる ので， 救助す る者は その場 を動 かない よう
にす る。保護者 がもう 1 人いる場 合は，さ らに下流で待 機させ
る 。なお ，救 助者も 必ずラ イフ・ ジャケ ットを 身に 付けて おく
こと。
●助け上げ たら
①意識のあ るなしを確認
②水を吐か せる
③救急セン ターに連絡
④呼気道を 確保し，人工呼吸をする
⑤心臓が止 まっていたら，心臓マッサージ を続ける
⑥救急車が 着いたらプロに任せる
⑦ 事前に 地元 の消防 署など が行っ ている 講習会 で， 人工呼 吸や
心 臓マッ サー ジのや り方を マスタ ーして おく。 また ，救助 の際
に お世話 にな った人 がいた ら，名 前ヤ住 所をし っか り聞い てお
い て，一 切が 終わっ た後に ，報告 と感謝 の挨拶 を忘 れない よう
にする。
●サバイバ ルスイム〔着衣水泳）の練習を する
服 を着た まま ，突然 水の中 に落ち てしま うと， 泳げ る人で もパ
ニ ックに なっ てしま うこと がある 。そこ で，あ らか じめ服 を着
た ままで 水に 入ると どうな るかを 体験し ておく こと が大切 だ。
い ちばん 泳ぎ の障害 になる 靴の脱 ぎ方は ，特に 練習 してお くと
よい。

①ラ イフジャケ ット
川で溺れそうになった
時に、これがあれば水面
に浮 いていられ る。
②リ バーシュー ズ
川の中の石や岩は、コ
ケなどで滑りやすくなっ
ているので、足をとられ
ないように、リバーシュ
ーズやスポーツサンダル
（ビーチサンダルではな
い）を履く。古靴下に、
古靴 を利用する のも良い 。

