
 

 

事  務  連  絡 

令和３年８月 17 日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

ファイザー社ワクチン第 14 クール及び第 15 クールに係る 

基本枠及び調整枠の配分スケジュール等について 

 

 

ファイザー社ワクチン第14クール（９月13日の週及び９月20日の週に配送予定。

ワクチン接種円滑化システム（以下「V-SYS」という。）上のクール名は「PF14」）

及び第15クール（９月27日の週及び10月４日の週に配送予定。V-SYS上のクール名

は「PF15」）の配分等については、「ファイザー社ワクチン第13・第14・第15クー

ルの配分等について」（令和３年８月５日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室

事務連絡。以下、単に「事務連絡」という。）において示したとおりですが、基本

枠と調整枠に関するV-SYSによる割り当て手続き等については、下記のスケジュー

ルのとおり行うこととします。 

なお、第14クール及び第15クールの調整枠については、新たに第14-2クール 

（９月20日の週に配送予定。V-SYS上のクール名は「PF14-2」）及び第15-2クール

（10月４日の週に配送予定。V-SYS上のクール名は「PF15-2」）を設けて分配手続

きを進めますので、特にご留意ください。 

つきましては、下記のスケジュールにご対応いただくとともに、管内の市町村

（特別区を含む。以下同じ。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体にご連

絡いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．基本枠について 

第 13 クールから第 15 クールまでの３クールでは、これまでに配分したファ

イザー社ワクチン（医療従事者向けワクチンを含む。）及び職域接種分を含めた

武田/モデルナ社ワクチンと併せて、各都道府県で 12 歳以上人口の８割に２回

接種できる量が基本枠で配分されるように分配量を決定しています。 

第 14クール及び第15クールの基本枠は、事務連絡の別紙２で示したとおり、

それぞれ 9,243 箱及び 9,173 箱です。ワクチンの割り当て及び前半週配送の希

望調査に係る具体的なスケジュールは以下に示すとおりです。 

 



 

 

(1) V-SYS による割り当て手続き 

①納入希望の登録【基本型接種施設における作業】 

新型コロナワクチン、注射針及びシリンジ（以下「ワクチン等」という。）

の配送を希望する基本型接種施設は、必要に応じて都道府県・市町村と調整

の上、以下の日程で、ワクチン等の納入希望を登録（希望がある場合は、納

入希望量欄に「１」を入力）してください。 

なお、システムの仕様上、V-SYS 上で納入希望の登録がない場合、ワクチ

ン等の分配作業ができないため、納入希望がある場合は必ず入力が必要で

す。第 14-2 クール及び第 15-2 クールの登録は、第 14 クール及び第 15 ク

ールの登録と併せて行います。 

・第 14 クール：８月 10 日（火）から８月 18 日（水）15 時 

・第 15 クール：８月 23 日（月）から９月１日（水）15 時 

 

②都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省予防接種室における作業】 

厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）において、

以下の日程で事務連絡別紙２に示したとおり、都道府県ごとに配送箱数の

割り当てを行います。 

・第 14 クール：８月 20 日（金）中 

・第 15 クール：９月３日（金）中 

 

③市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の日程で市町村ごとに配送箱数を割り当ててく

ださい。 

なお、都道府県から市町村への配分を行う際には、V-SYS の初期値（デフ

ォルト値）として、都道府県庁の所在する市町村に各都道府県に割り当てる

箱数が入力されており、それ以外の市町村にはゼロが入力されているため、

手動での修正をお願いします。 

・第 14 クール：８月 24 日（火）15 時 

・第 15 クール：９月７日（火）15 時 

 

④市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】 

当室において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処

理を行います。 

・第 14 クール：８月 24 日（火）中 

・第 15 クール：９月７日（火）中 

 

⑤基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】 

市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとに配送箱数を割り当

ててください。 



 

 

・第 14 クール：８月 26 日（木）12 時 

・第 15 クール：９月９日（木）12 時 

 

⑥基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り

当ての確定処理を行ってください。 

・第 14 クール：８月 26 日（木）20 時 

・第 15 クール：９月９日（木）18 時 

 

(2) 前半週配送の希望調査のスケジュール 

①ワクチン希望登録があった施設の共有【当室における作業】 

V-SYS に希望登録があった基本型接種施設のリストを当室から都道府県

に送付します。 

・第 14 クール：８月 20 日（金） 

・第 15 クール：９月３日（金） 

 

②早期配送を希望する基本型接種施設と箱数のリストを提出【都道府県及び

市町村における作業】 

前半週でのワクチン配送を希望する基本型接種施設及び箱数について、

都道府県でとりまとめた上で、所定の様式（リスト）で当室に提出してくだ

さい。都道府県ごとの分配量の一定割合を上限に早期配送の希望を受け付

ける予定であるところ、具体的な割合は在庫量等を踏まえ、追ってお知らせ

します。 

・第 14 クール：８月 25 日（水）17 時 

・第 15 クール：９月８日（水）17 時 

 

③納入予定の共有 

当室からファイザー社に提出した②のリストを踏まえて、ファイザー社

が配送計画を作成します。納入予定は以下の日中以降、V-SYS 上で確認可能

となります。 

・第 14 クール：８月 31 日（火） 

・第 15 クール：９月 14 日（火） 

 

※ 前半週の配送を希望するための留意点については、「高齢者向け第７クー

ル・第８クールの新型コロナワクチン等の前半週配送の希望調査について」

（令和３年５月 13 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）２

をよくご確認願います。 

 

 



 

 

 

２．調整枠について 

第 14 クールにおける調整枠は、接種率が８割を超える場合に追加で配分する

こと等、地域の実情に応じて都道府県が配分量を調整できるようにする趣旨で

配分します。第 14 クールの調整枠は、基本枠とは別に、第 14-2 クールとして

1,557 箱を配分予定です。 

 

調整枠による配分は、以下(1)の手続きに沿って行いますので、接種率が８割

を超えると見込まれるなど、該当する都道府県は、期日までに様式を提出してい

ただくようお願いします。 

提出にあたっては、接種実績・接種見込み等の様式に定める内容の根拠データ

を添えていただくようお願いします。 

また、第 15 クールの調整枠についても、基本枠とは別に、第 15-2 クールと

して、同様のデータ（提出時点で更新されたもの）を踏まえて割り当てを行う予

定です。 

なお、武田/モデルナ社ワクチンについては、輸入が順調であれば、８月最終

週までに現在待機中のすべての職域接種会場等に配送を開始することが可能と

なる見込みであり、輸入量の枠内で、都道府県による調整機能の強化等のため、

既存の大規模接種会場の延長・拡充等についても調整することが可能となる見

込みです。既存の大規模接種会場の延長・拡充等に関する手続きの詳細は追って

お知らせします。 

都道府県では、ファイザー社ワクチンの未接種ワクチンの状況や武田/モデル

ナ社ワクチンの接種状況をできる限り把握し、充足しつつある市町村の配分量

の一部を、不足する市町村に振り分ける仕組みを構築するなど、地域の実情に応

じ必要な調整をお願いします。 

 

(1) 調整枠を確定させる手続き 

①調整枠の様式の提出【都道府県における作業】 

該当する都道府県は、別添様式により、以下の日程で、調整枠による配分

に必要なデータ等をaaaaaa.bbbbbbb.ccc@ddd.ee.ff宛てに提出してくださ

い。 

・第 14-2 クール：８月 23 日（月）12 時 

・第 15-2 クール：９月６日（月）12 時 

 

②調整枠の配分に関するヒアリング【内閣官房・都道府県における作業】 

提出されたデータを踏まえ、各都道府県からヒアリングを行います。ヒア

リングの日時は追って連絡します。なお、調整枠の都道府県ごとの割当量

は、以下の(2)①で V-SYS に登録します。 

・第 14-2 クール：８月 24 日（火）から８月 25 日（水） 



 

 

・第 15-2 クール：９月７日（火）から９月８日（水） 

 

(2) V-SYS による割り当て手続き 

①都道府県ごとの配送箱数の割り当て【当室における作業】 

当室において、以下の日程で都道府県ごとに配送箱数の割り当てを行い

ます。 

・第 14-2 クール：８月 27 日（金）中 

・第 15-2 クール：９月 10 日（金）中 

 

②市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の日程で市町村ごとに配送箱数を割り当ててく

ださい。 

なお、都道府県から市町村への配分を行う際には、V-SYS の初期値（デフ

ォルト値）として、都道府県庁の所在する市町村に各都道府県に割り当てる

箱数が入力されており、それ以外の市町村にはゼロが入力されているため、

手動での修正をお願いします。 

・第 14-2 クール：８月 31 日（火）15 時 

・第 15-2 クール：９月 14 日（火）15 時 

 

③市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】 

当室において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処

理を行います。 

・第 14-2 クール：８月 31 日（火）中 

・第 15-2 クール：９月 14 日（火）中 

 

④基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】 

市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとに配送箱数を割り当

ててください。 

・第 14-2 クール：９月２日（木）12 時 

・第 15-2 クール：９月 16 日（木）12 時 

 

⑤基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り

当ての確定処理を行ってください。 

・第 14-2 クール：９月２日（木）18 時 

・第 15-2 クール：９月 16 日（木）18 時 

 

⑥納入予定の共有 



 

 

V-SYS に登録されたデータに基づき、ファイザー社が配送計画を作成しま

す。納入予定は以下の日中以降、V-SYS 上で確認可能となります。 

・第 14-2 クール：９月７日（火） 

・第 15-2 クール：９月 22 日（水） 

 

３．第 14 クール及び第 15 クールの基本枠の市町村への割当量について 

第 14 クール及び第 15 クールの基本枠については、事務連絡で、都道府県ご

との分配量を既にお示ししているところ、管下の市町村に対してそれぞれの割

当量を提示していない場合は、各市町村において接種を円滑に進める観点か

ら、早急に提示していただくようお願いします。 

 



ファイザー社ワクチン第14～15-2クール（PF14～15-2）の配分スケジュール

クール名称 納入希望の登録
【医療機関】

割当て期限
【国】

割当て期限
【都道府県】

確定処理期間
（データロック）

【国】

割当て期限
【市町村】

確定処理期間
（データロック）

【都道府県】

納入予定の
入力日

【ファイザー社】

第14クール
9,243箱

8/10(火)～
8/18(水)15時 8/20(金) 8/24(火)

15時 8/24(火) 8/26(木)
12時

8/26(木)
20時

8/31(火)
配送： 9/13週

& 9/20週～

第14-2クール
1,557箱

第14クールの
希望施設を

そのまま利用
8/27(金) 8/31(火)

15時 8/31(火) 9/2 (木)
12時

9/2(木)
18時

9/7(火)
配送： 9/20週～

第15クール
9,173箱

8/23(月)～
9/1(水)15時 9/3 (金) 9/7(火)

15時 9/7(火) 9/9(木)
12時

9/9(木)
18時

9/14 (火)
配送： 9/27週

& 10/4週～

第15-2クール 第15クールの
希望施設を

そのまま利用
9/10 (金) 9/14(火)

15時 9/14(火) 9/16(木)
12時

9/16(木)
18時

9/22 (水)
配送：10/4週～

Ｓｔｅｐ１
希望登録があった医療機関・接種施
設のリストを自治体に展開
＜送付時期＞

第14クール 8/20（金）
第15クール 9/  3（金）

Ｓｔｅｐ２
前半週に配送を希望する医療機関・
接種施設と箱数をリスト化
＜登録期限＞

第14クール 8/25（水）17時
第15クール 9/  8（水）17時

Ｓｔｅｐ３
リストを踏まえて、前半週に配送する
ようファイザー社が配送計画を作成
＜納入予定を登録日＞

第14クール 8/31（火）
第15クール 9/14（火）

前
半
週
配
送
の

希
望
調
査



項番 項目 回答欄 備考
1 都道府県名
2 都道府県の担当者名
3 担当者所属
4 担当者役職
5 担当者連絡先（電話）
6 担当者メールアドレス
7 配送先１ ●●病院（xxxxxxxxxx）
8 配送先２
9 配送先３
10 配送先４
11 配送先５
12 総接種回数見込み A

13
項目12の数値Aが国が示した数値（12歳以上人口×
2×0.8（接種率）)と異なる場合の理由

14 既ファイザー配分数（医療従事者分）b1

15
既ファイザー配分数（市区町村配分（８月分ま
で））b2

16
既ファイザー配分数（都道府県大規模（8/1ま
で））b3

17 既ファイザー配分数（b1+b2+b3）B

18
項目17の数値Bが国が示した数値と異なる場合の理
由

19 モデルナ配送実績（自衛隊センター（8/1まで））c'

20 モデルナ配送実績（自治体大規模（8/1まで））d'

21 モデルナ配送実績（職域接種（8/1まで））e'

22 モデルナ配送実績（c'+d'+e'）C

23
項目22の数値Cが国が示した数値と異なる場合の理
由

24 配分数（A-B-C）
25 調整枠が必要な理由 ①都道府県全体の対人口あたり接種率が８割を超えると見込まれるため プルダウンから選択してください

26 項目25で①を選択した根拠 ①住民への意向調査などにより確度の高い接種率が見込まれている
プルダウンから選択するとともに根拠となるバックデータをご提
出ください。（項目25において複数回答で①を含む場合も要回
答）

27
（項目25で②を選択した場合）住所地外接種の件数
（ファイザーワクチン、医療従事者以外）

xxx（8/●まで）

28
（項目25で②を選択した場合）住所地外接種の件数
（ファイザーワクチン、医療従事者のみ）

xxx（8/●まで）

29
（項目25で②を選択した場合）住所地外接種の件数
（モデルナワクチン）

xxx（8/●まで）

30
（項目25で③を選択した理由が廃棄が要因である場
合）ファイザーワクチンの廃棄数量

xxバイアル（8/●まで）
項目25で「③その他」を選択した場合（複数回答で③を含む場合
も）にファイザーワクチンの廃棄数量（バイアル数）を記載して
ください。

31
（項目25で③を選択した理由が廃棄が要因である場
合）モデルナワクチンの廃棄数量

xxバイアル（8/●まで）
項目25で「③その他」を選択した場合（複数回答で③を含む場合
も）にモデルナワクチンの廃棄数量（バイアル数）を記載してく
ださい。

32
（項目25で③を選択した場合）その他の具体的な内
容

項目25で「③その他」を選択した場合（複数回答で③を含む場合
も）にその具体的な理由を記載してください。

33
第12クールに比べて第13～15クールの１クールあた
り平均の配分量が２倍以上となる市町村の数

第12クールの実際の配分量と比べて、第13,14,15クールの配分量
（基本枠）の１クールあたり平均が２倍を超えると想定される市
町村の数を記載してください。該当がない場合は0（ゼロ）と記
載。

34 項目33の自治体の状況
項目33で該当がある場合に、具体的な市町村名や当該市町村の状
況（配分増加の要因、配分後の対応可能性等）を記載してくださ
い。記載が多くなる場合は別紙（様式自由）でご提出ください。

35
供給量あたり接種率（ファイザーのみ）の低い自治
体の状況

8/15時点で、ファイザーワクチンの供給量あたりで接種率が50％
を下回る市町村について、具体的な市町村名や当該市町村の状況
（接種率が低い理由）を記載してください。記載が多くなる場合
は別紙（様式自由）でご提出ください。該当がない場合は0（ゼ
ロ）と記載。

調整枠配分にかかるデータ（別添様式）

調整枠のワクチンの配送を希望する機関（V-SYSに登録済みの機
関に限る。）の名称と10桁の保健医療機関コード又は類似コード
を記載してください。５か所以上ある場合は行を追加してくださ
い。

項目25で「②都道府県県境を越える住所地外接種の接種回数が多
いことから調整が必要であるため」を選択した場合（複数回答で
②を含む場合も）に、それぞれの直近の件数を記載してくださ
い。不明な場合はその旨。

令和3年8月5日事務連絡（ファイザー社ワクチン第13・第14・第
15クールの配分等について）とあわせて、配分方法の考え方を表
にしたものを都道府県に提供しております。
当該表に記載している各項目について、各都道府県における事情
を踏まえて、各都道府県として算出した数値を記載してくださ
い。


