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SHIPPING PAPER AND EMERGENCY RESPONSE INFORMATION FOR
HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTED BY GOVERNMENT VEHICLES
　                  　　　　　　　　　危険物積出書と緊急事態対応措置情報（公的車輛による輸送）                                           　                                              
4. EMERGENCY NOTIFICATION, IN ALL CASES OF ACCIDENT, INCIDENT, BREAKDOWN OR FIRE, PROMPT NOTIFICATION MUST BE GIVEN TO:
緊急連絡先、すべての事故、事件、故障又は火災の際には直ちに次の連絡先に連絡する
 
6. CERTIFICATION     保証
           THIS IS CERTIFY THAT THE HEREIN NAMED MATERIALS ARE PROPERLY CLASSIFIED, DESCRIBED. PACKAGED, MARKED AND LABELED AND ARE IN PROPER CONDITION FOR TRANSPORTATION ACOORDING TO THE APPLICABLE 
         REGULATIONS OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.
         ここに記載された品物は米国運輸省の規則により適切に分類、記述、梱包、表示そしてラベルが添付され輸送されるのに適切な状態であることを保障する。
a. SHIPPER'S ADDRESS AND TELEPHONE NO. (List 24-hour telephone no.) 
発送元、住所、電話番号（24時間の連絡先、電話番号を記入）
 
c. COPY OF EMERGENCY GUIDE NO. (S) 
 
 
5. REMARKS  備考
ATTACHED
緊急事態対応措置手引書番号
 
のコピーを添付
b. CONSIGNEE 
受取人
 
PACKAGES
容器包装
 
UN/ID
NUMBER
国連番号
a. 
NUMBER
個数
f. 
HAZARD
CLASS/
DIVISION
危険等級
c. 
SUBSIDIARY
HAZARD
副次危険性
等級
d. 
PAKING
GROUP(PG)
 
容器等級
e. 
TOTAL NET QUANTITY
 
数量
h. 
TOTAL 
AMMO
(NEW)
 正味火薬量
(kg)
i. 
PROPER SHIPPING NAME
(Include RQ, Technical Names, Additional Information per 49CFR 172.203 as required.)
（497CFR 172.203 項に従い、必要に応じて RQ, 薬品名その他の情報を記入する）
b. 
1. NOMENCLATURE:
名称
 
MODEL NO: 
モデルナンバー
 
2a. LOCATION AND DATE PREPARED 書類発行場所、日付
 
 
3. CARGO (To be completed by the unit or shipper Transportation Office (TO))  積荷（部隊又は発送元の輸送事務所で全て記入されること）
b. DATE OF TRAVEL 輸送日
 
 
c.
PAGE 
OF
PAGES
TCN NO:
持出書番号
 
SERIAL NO: 
シリアルナンバー
 
BUMPER NO:
車輛番号
 
Guided Numbers 112 and 114 from the U.S. Department of Transportation North American Emergency Response Guide Book (RSPA P 5800. 7) are reproduced hereon. There guides are applicable to Hazard Class 1 Materials (Explosives). 
 
米軍運輸省北米緊急事態対応措置手引書の１１２番と１１４番をここに掲載する。　　　　これらの手引きは危険等級１（火薬類）に適用される。
For all other hazardous materials or substances annotate appropriate Emergency response Guide Book Guide Number in the block 4c, and attach a copy of the guide number page or pages. 
 
その他の全ての危険物については、表の４C欄に該当する緊急事態対応措置手引番号を記入し、その番号のページのコピーを添付する。
KIND
種類
g. 
c. SIGNATURE(S) OF VEHICLE OPERATOR(S)   運転手の署名
b. PRINT NAME OF SHIPPER CERTIFIER    発送元保証人の名前（活字体）
Mark an X in the appropriate box: 該当欄にXをつける。
USE GUIDE 112 FOR EXPLOSIVES
(1.1), (1.2), (1.3), (1.5), (1.6) Class A or B
 
手引き１１２番
該当火薬類 (1.1), (1.2), (1.3), (1.5), (1.6) クラス A 又は B 
USE GUIDE 114 FOR EXPLOSIVES
(1.4)  Class C
 
手引き１１４番
該当火薬類 (1.4)  クラス C 
EMERGENCY RESPONSE INFORMATION   緊急事態対応措置情報
a. SIGNATURE OF SHIPPER CERTIFIER       発送元保証人の署名
GUIDE 112 
手引き 112番 
POTENTIAL HAZARDS:
LARGE SPILL Consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions. 
EMERGENCY RESPONSE:
FIRE CARGO Fires: DO NOT FIGHT FIRE WHEN IT REACHES CARGO!  CARGO MAY EXPLODE!  - Stop all traffic and clear the area for at least 1600 meters (1 mile) in all    directions and let burn. Do not move cargo or vehicle if cargo has been    exposed to heat.  
FIRE:
- If rail car or trailer is involved in a fire and heavily encase explosives such as 
   bombs or artillery projectiles are suspected, ISOLATE for 1600 meters (1 mile) 
   in all directions: also, initiate evacuation including emergency responders for
   1600 meters (1 mile) in all directions. 
- When heavily encased explosives are not involved, evacuate the area for 800    
   meters (1/2 mile) in all directions. 
TIRE or VEHICLE FIRES:
- Use plenty of water - FLOOD it! If water is not available, use CO2, dry chemical     or dirt. If possible, and WITHOUT RISK, use unmanned hose holders or monitor    nozzles from maximum distance to prevent fire from spreading to cargo area. -  Pay special attention to tire fires as re-ignition may occur.  -  Stand by with extinguisher ready. 
SPILL OR LEAK:
- Move victim to fresh air. Call emergency medical care. - Apply artificial respiration if victim is not breathing.  - Administer oxygen if breathing is difficult. - Remove and isolate contaminated clothing and shoes. - In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running     water for at least 20 minutes. - Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take    precautions to protect themselves. 
FIRST AID:
- ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate    area).  - All equipment used when handling the product must be grounded.    Do not touch or walk through spilled material.  -DO NOT OPERATE RADIO TRANSMITTERS WITHIN 100 METERS (330 feet) OF    ELECTRIC DETONATORS. -DO NOT CLEAN UP OR DISPOSE OF, EXCEPT UNDER SUPERVISION OF A SPECIALIST.
EVACUATION:
Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. 
PROTECTIVE CLOTHING:
- Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA), and 
  Structural fire fighter's protective clothing will only provide limited protection. 
PUBLIC SAFETY:
CALL Emergency Response Telephone Number on Shipping Paper first. - Isolate spill or leak area immediately for at least 500 meters.  (1/3 mile) in all directions. Move people out of line of sight of the scene and away  from windows. - Keep unauthorized personnel away and stay upwind.  - Ventilate closed spaces before entering.
HEALTH HAZARDS:
FIRE OR EXPLOSION   MAY EXPLODE AND THROW FRAGMENTS 1600 METERS   (1 MILE) OR MORE IF FIRE REACHES CARGO. 
潜在的な危険:
火災、爆発 　火災が積荷に及んだ場合、爆発し破片が１６００メートル（１マイル）以上飛散する 　恐れがある。
火災により刺激性、腐食性、有毒ガスが発生する恐れがある。
健康に対する危険:
まず積出書の緊急連絡先に電話する。 - 直ちに漏出場所から、少なくとも５００メートル（1/3マイル）隔離する。    群衆を事故現場から見えない所に移動させ、窓から遠ざける。 - 許可のない者を遠ざけ、風上にとどめる。 -  密閉した場所に入る前に換気する。
公共の安全:
- 正圧式自給式呼吸装置（SCBA)を着用する。    建物火災戦闘用防護服では十分な保護は得られない。
保護衣:
大量の漏出 まず８００メートル（1/2マイル）避難することを考える。
避難:
- 貨車やトレーラーに火災が発生し、爆弾や砲弾など、火薬類が肉厚の容器に装填されて    積載されている恐れのある時は1600メートル（1マイル）以上非難する。    又、緊急時対処者も1600メートル（1マイル）以上避難を開始する。 - 肉厚の容器に収容された火薬類が含まれていない場合は、800メートル（1/2マイル）   以上避難する。
火災:
火災 　積荷の火災：積荷に火がまわっている場合は消火活動をしない。爆発の恐れがある。 　- 交通を遮断し1600メートル（1マイル）以上避難し、燃えるままにさせる。        積荷や車輛が熱せられていれば動かしてはならない。 
緊急事態対応措置:
- 大量に放水する。水がなければCO2, ドライケミカル消火器、土を用いる。
   危険がなく実行可能であれば、火災が荷台に及ぶのを防ぐのに無人の放水器を使う
   か、最大限、離れた所から放水口を監視する。
- タイヤの火災は、再燃する恐れがあるので、特別の注意が必要である。
   消火器がすぐ使えるように待機する。
      タイヤ、車輛の火災：
- 火気厳禁（近隣で喫煙、炎、火花の無いこと）。 - 品物を扱うときに用いる全ての危機はアースする。   流出した物質に触れたり、その上を歩かない。 - 電気雷管から100メートル（330フィート）以内で無線機を使ってはいけない。 - 専門家の監督なしに清掃、廃棄処分してはならない。
　流出又は漏出：
- 被災者をきれいな空気のある所に運び、救急車を呼ぶ。 - 被災者の呼吸が停止していれば、人工呼吸を行う。 - 呼吸困難の場合は、酸素吸入を行う。 - 汚染された衣服、靴は脱いで、他の物と分けて保管する。 - 危険物に触れた場合、流水で20分以上皮膚や眼を洗う。 - 医療関係者が危険物が何であるか認識し、それに対する防護措置をとっていることを   確認する。
    応急処置：
GUIDE 114 
手引き 114番 
POTENTIAL HAZARDS:
LARGE SPILL
Consider initial evacuation for 250 meters (800 feet) in all directions. 
FIRE
- If rail car or trailer is involved in a fire and heavily encase explosives such as 
   bombs or artillery projectiles are suspected, ISOLATE for 500 meters (1/3 mile) 
   in all directions: also, initiate evacuation including emergency responders for
   500 meters (1/3 mile) in all directions. 
   CARGO Fires: DO NOT FIGHT FIRE WHEN IT REACHES CARGO! 
   CARGO MAY EXPLODE!
 - Stop all traffic and clear the area for at least 500 meters (1/3 mile) in all
   directions and let burn. Do not move cargo or vehicle if cargo has been
   exposed to heat.  
TIRE or VEHICLE FIRES:
- Use plenty of water - FLOOD it! If water is not available, use CO2, dry chemical     or dirt. If possible, and WITHOUT RISK, use unmanned hose holders or monitor    nozzles from maximum distance to prevent fire from spreading to cargo area. -  Pay special attention to tire fires as re-ignition may occur.  -  Stand by with extinguisher ready. 
SPILL OR LEAK:
- Move victim to fresh air. Call emergency medical care. - Apply artificial respiration if victim is not breathing.  - Administer oxygen if breathing is difficult. - Remove and isolate contaminated clothing and shoes. - In case of contact with substance, immediately flush skin or eyes with running     water for at least 20 minutes. - Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take    precautions to protect themselves. 
SUPPLEMENTAL INFORMATION:
 Packages bearing the 1.4S label contain explosive substances or articles that are designed or packaged in such a manner that when involved in a fire, may burn 
vigorously with localized detonations and projection of fragments; effects are usually confined to immediate vicinity of packages. 
 If fire threatens cargo area containing packages bearing the 1.4S label, fight fire with normal precaution from a reasonable distance. 
FIRST AID:
- ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate    area).  - All equipment used when handling the product must be grounded.    Do not touch or walk through spilled material.  -DO NOT OPERATE RADIO TRANSMITTERS WITHIN 100 METERS (330 feet) OF    ELECTRIC DETONATORS. -DO NOT CLEAN UP OR DISPOSE OF, EXCEPT UNDER SUPERVISION OF A SPECIALIST.
EVACUATION:
Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. 
PROTECTIVE CLOTHING:
- Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA), and 
  Structural fire fighter's protective clothing will only provide limited protection. 
PUBLIC SAFETY:
CALL Emergency Response Telephone Number on Shipping Paper first. - Isolate spill or leak area immediately for at least 100 meters.  (330 feet) in all directions. Move people out of line of sight of the scene and away  from windows. - Keep unauthorized personnel away and stay upwind.  - Ventilate closed spaces before entering.
HEALTH HAZARDS:
FIRE OR EXPLOSION   MAY EXPLODE AND THROW FRAGMENTS 500 METERS   (1/3 MILE) OR MORE IF FIRE REACHES CARGO. 
潜在的な危険:
火災、爆発 　火災が積荷に及んだ場合、爆発し破片が５００メートル（１/3マイル）以上飛散する 　恐れがある。
火災により刺激性、腐食性、有毒ガスが発生する恐れがある。
健康に対する危険:
まず積出書の緊急連絡先に電話する。 - 直ちに漏出場所から、少なくとも１００メートル（３３０フィート）隔離する。    群衆を事故現場から見えない所に移動させ、窓から遠ざける。 - 許可のない者を遠ざけ、風上にとどめる。 -  密閉した場所に入る前に換気する。
公共の安全:
- 正圧式自給式呼吸装置（SCBA)を着用する。    建物火災戦闘用防護服では十分な保護は得られない。
保護衣:
大量の漏出
まず２５０メートル（800フィート）避難することを考える。
火災
- 貨車やトレーラーが火災に巻き込まれた時は５００メートル（１/３マイル）以上非難   
  する。   又、緊急時対処者も５００メートル（１/３マイル）以上は避難する。
  積荷の火災：積荷に火がまわっている場合は消火活動をしない。
  爆発の恐れがある。
　- 交通を遮断し５００メートル（１/３マイル）以上避難し、燃えるままにさせる。
       積荷や車輛が熱せられていれば動かしてはならない。
避難:
- 大量に放水する。水がなければCO2, ドライケミカル消火器、土を用いる。
   危険がなく実行可能であれば、火災が荷台に及ぶのを防ぐのに無人の放水器を使う
   か、最大限、離れた所から放水口を監視する。
- タイヤの火災は、再燃する恐れがあるので、特別の注意が必要である。
   消火器がすぐ使えるように待機する。
      タイヤ、車輛の火災：
- 火気厳禁（近隣で喫煙、炎、火花の無いこと）。 - 品物を扱うときに用いる全ての危機はアースする。   流出した物質に触れたり、その上を歩かない。 - 電気雷管から100メートル（330フィート）以内で無線機を使ってはいけない。 - 専門家の監督なしに清掃、廃棄処分してはならない。
　流出又は漏出：
- 被災者をきれいな空気のある所に運び、救急車を呼ぶ。 - 被災者の呼吸が停止していれば、人工呼吸を行う。 - 呼吸困難の場合は、酸素吸入を行う。 - 汚染された衣服、靴は脱いで、他の物と分けて保管する。 - 危険物に触れた場合、流水で20分以上皮膚や眼を洗う。 - 医療関係者が危険物が何であるか認識し、それに対する防護措置をとっていることを   確認する。
 その他の注意事項：
1.4Sのラベルの添付された梱包には火薬類が含まれており、火災になった場合には 局部的な爆発や破片の飛散を伴って勢いよく燃える事がある。その影響は通常、梱包の すぐ近くに限られる。 1.4Sのラベルの添付された梱包を含む荷物に火災の及ぶ恐れのある消火は適当な距離から通常の注意を払って行う。
    応急処置：
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