
 

 

 

NAVY NEWS RELEASE 
    

          Commander, U.S. Naval Forces Japan 

                              Public Affairs Office 

PSC 473 Box 12 

FPO AP  96349-0012 

(81)-46-816-7615 

 

For Immediate Release                                                                                       Release # R-21-12 

                                                                                                                              26 August 2021  

 

USS Carl Vinson (CVN 70) Visits Yokosuka 
 

YOKOSUKA, Japan - The U.S. Navy announced that the USS Carl Vinson (CVN 70) will make 

a brief visit at Fleet Activities Yokosuka. 

 

The USS Carl Vinson is homeported in San Diego, Ca., and departed Aug. 2 in support of global 

maritime security operations. 

 

“Our crew is excited and honored to have this opportunity for an on-installation port visit,” said 

Capt. P. Scott Miller, Vinson’s commanding officer. “Carl Vinson, the embarked air wing and 

our strike group staffs are looking forward to this time of relaxation and a short pause from our 

underway time in support of global and regional stability.” 

 

With more than 70 aircraft and 5,000 crew, the Carl Vinson is capable of performing a wide 

range of missions. This is the first time that a carrier strike group has deployed with the advanced 

capabilities of the F-35C Lightning II and Navy CMV-22B Osprey. 

 

Out of respect for current health conditions, during the scheduled port visit, liberty for the crew 

will be limited to the installation only. 

 

The Navy remains focused on protecting our Sailors and their families, preventing the spread 

COVID-19 to U.S. forces, allies or partners, and ensuring our warfighting readiness in order to 

accomplish assigned missions. 

 

USS Carl Vinson Carrier Strike Group (CSG 1) is on a rotational deployment in the U.S. 7th 

Fleet area of operations to enhance interoperability with partners and serve as a ready-response 

force in support of a free and open Indo-Pacific region. 
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空母カール・ヴィンソン、横須賀寄港へ 
 

横須賀－米海軍は、空母カール・ヴィンソンが米海軍横須賀基地に短期間の寄港を行う旨発表し

ました。 

 

カリフォルニア州サンディエゴを母港とする空母カール・ヴィンソンは、地球規模の海上安全運用を

支援するため、8月 2日に母港を出港しました。 

 

「乗組員たちは、今回の基地への寄港の機会を大変喜ぶとともに光栄に感じています」とカール・

ヴィンソンの艦長スコット・ミラー大佐。「空母カール・ヴィンソン、乗艦する艦載機部隊、そして打撃

群のスタッフは、地球規模、ならびに地域の安定を支援するための展開から、つかの間の休息を

取れることを心待ちにしています」 

 

70機以上の航空機と約 5,000名の乗組員を擁する空母カール・ヴィンソンは、幅広い任務を行う

能力を有しています。今回は空母打撃群が F-35C ライトニング II と海軍型の CMV-22Bオスプレ

イという高度な能力を携えての初の展開となります。 

 

現在の健康状況を鑑みて、今回の予定された寄港中、乗組員たちが勤務時間外を過ごすことがで

きるのは、基地内のみに限定されます。 

 

米海軍は海軍将兵とその家族の保護、米軍内、同盟国やパートナー国への新型コロナウイルスの

感染拡大防止、そして与えられた任務を遂行するための即応性の確保に引き続き注力しています。 

 

カール・ヴィンソン空母打撃群（第 1空母打撃群）は、パートナーたちとの相互運用性の向上と、自

由で開かれたインド太平洋地域を支援する即応戦力としての役割を果たすため、第 7艦隊の担当

地域に通常展開を行っています。 
 

（注：上記の日本語文は参考のための仮訳であり、原文は英語です） 
 

-米海軍- 


