
 

 

 

羽村第三中学校へのパラシュート落下について 

 

平成３０年４月１１日付広資料第８号でお知らせしたこのことについて、防衛省

北関東防衛局より、下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。 

なお、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会は、事故原因等の具体的な

説明がない中での訓練再開に対し、下記のとおり、口頭で申し入れております。 

 

記 

 

１ 防衛省北関東防衛局からの情報提供内容 

 ⑴ 第３報 

   横田基地広報部からニュースリリース（別紙）を得ましたので、お知らせし

ます。 

 ⑵ 第４報 

   防衛省職員の目視により、本日（４月１２日）、午前９時２６分頃、人員降

下訓練が再開したことを確認しましたので、お知らせします。 

 

２ 要請内容 

 ⑴ 要請日 

   平成３０年４月１２日（木） 

 ⑵ 要請先 

   在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 

   北関東防衛局長 

横田防衛事務所長 

 

 

市 民 情 報 提 供 資 料 
企 画 財 務 部 企 画 政 策 課 



 ⑶ 要請内容 

   平成３０年４月１１日、米軍は、当該事故の安全確保のための検査等を行っ

た結果、４月１２日からパラシュート降下訓練を再開すると発表し、本日より

同訓練が再開された。 

   横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会では、４月１１日、「今回の

基地外への落下の原因究明を速やかに行うとともに、再発防止策を講ずるまで

は、同様の訓練は行わないこと」を求めていたが、事故原因及び再発防止策の

具体的な説明がないままに訓練が再開されたことは周辺住民の不安を増大さ

せるものであり、至急、より詳細な説明を行うよう要請する。（※） 

 

  ※ 国に対しては、「至急、より詳細な説明を行うよう米軍に申し入れるよう

要請する。」と要請 



 

 

April 11, 2018                                             
 

 
Hamura Parachute Incident Details 

 
A U.S. military parachutist on a routine training mission at Yokota Air Base cut away his main 
parachute at approximately 5 p.m., April 10, after jumping out of a C-130J aircraft. The 
parachutist was forced to cut away the main chute when both the main and reserve parachutes 
deployed after exiting the aircraft.  
 
According to standard safety protocols parachutists must cut away the main chute in order to 
avoid the parachutes getting tangled together which could endanger the parachutist’s life. The 
procedure worked as designed and the parachutist landed safely on Yokota Air Base without any 
injuries. 
 
Part of the reserve parachute that is designed to break away after the reserve parachute is 
deployed was carried away by the wind and landed on the grounds of Hamura’s No. 3 Middle 
School without causing any injuries or damage. 
 
While we are grateful that no one was injured and no property damage occurred, we regret that 
this incident caused concerns in the Hamura community.  
 
Training was suspended until the incident was fully investigated. The investigation found that the 
aircrew and the parachutist followed all established protocols and safety procedures. 
Additionally, the unit inspected all of its parachutes during the training pause to assure their 
reliability. 
 
Parachute training is scheduled to resume on Thursday, April 12.  
 
The 374th Airlift Wing is committed to conducting safe operations in support of its obligations to 
the defense of Japan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator
新規スタンプ



平成３０年４月１１日 
 

 

 

羽村市へのパラシュート落下について 
 
 
４月１０日（火）午後５時頃、横田基地で訓練任務を行っていた米軍の降下隊員１名が、C-130J 航

空機から降下中にメインパラシュートを切り離しました。メインとリザーブパラシュート共に展開

したため、降下隊員はメインパラシュートを余儀なく切り離さなければなりませんでした。 
 
基本安全手順によると、パラシュートが絡み生命の危機に陥ることを避けるため、降下隊員は、メ

インシュートを切り離さなければなりません。手順に従い、降下隊員は無事に横田基地に着陸しま

した。 
 
リザーブパラシュートが展開した時に分離するよう設計されている、リザーブパラシュートの一部

が、風に流され、羽村市の羽村第３中学校に落下しました。怪我人や被害はありませんでした。 
 
幸いにも負傷者および物的損害は発生しませんでしたが、今件により、羽村市の地域の皆様にご心

配をお掛けしたことを遺憾に存じます。 
 
訓練は事象の調査結果が出るまで休止しました。調査により、エアクルーと降下隊員が定められた

手順と安全手順に従っていたことがわかりました。さらに、安全確保の為、訓練休止中に部隊はす

べてのパラシュートの検査を行いました。 
 
パラシュート降下訓練の再開は４月１２日（木）を予定しています。 

 

第３７４空輸航空団は、日本の防衛の責務を支持すべく、安全な運用を行うことを約束します。 
 

＊下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です 
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