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高齢者向け接種を実施するための新型コロナワクチンの配分手続きについて 

（第 1クール（4月 5日の週）の出荷分に係る対応） 

 

今般、高齢者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチン

の配分手続きについて、厚生労働省より、第 1 クール（4 月 5 日の週）の出荷分に関

しては下記の通り行うこととする旨、各都道府県衛生主管部（局）宛て別添の事務連

絡がありましたのでご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等

に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 配分手続きに係るスケジュール 

（１） 医療機関ごとの納入希望量の登録 

 「高齢者向けの新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの出

荷（4 月 5 日の週から 4 月 19 日の週）について」（令和 3年 3月 1日付健健発

0301 第 1 号）により都道府県より報告された配送先ごとの箱数を、厚生労働省が

管理者権限を用いて V-SYS に入力する。 

（２） 都道府県ごとの配送箱数の割り当て 

  厚生労働省において、V-SYS へ都道府県ごとの配送箱数の割り当ての入力を 3月

25 日 10 時までに行う。 

 割り当てについては、全国で 100 箱とし、各都道府県で 2 箱ずつ（東京都・神奈

川県・大阪府は 4 箱ずつ） 

（３） 市町村ごとの配送箱数の割り当て 

 都道府県において、V-SYS へ市町村ごとの配送箱数の割り当ての入力を 3月 25 日

10 時から 3月 26 日 15 時までに行う。 

 国においては、3 月 26 日 17 時までに市町村ごとの割当量の確定処理を行う。都

道府県は確定処理がなされたことを確認する。 

（４） 接種施設ごとの配送箱数の割り当て 

 市町村において、V-SYS へ接種施設ごとの配送箱数の割り当ての入力を 3月 29 日

10 時から 3月 31 日 10 時までに行う。 

 都道府県においては、3 月 30 日 19 時時点で未完了の市町村に対し状況確認及び

督促を行い、3 月 31 日 13 時までに接種施設ごとの割当量の確定処理を行う。市

町村は都道府県による確定処理がなされたことを確認する。 



2. 留意事項 

 高齢者向け接種用のワクチンは、4月 12 日・19 日の週に全国でそれぞれ 500 箱を

予定しており、これらの配分手続きについても本事務連絡と同様の内容を行う予

定。 

 



 

事 務 連 絡 

令 和 ３年 ３月 2 3 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 

 

高齢者向け接種を実施するための新型コロナワクチンの配分手続きについて 

（第１クール（４月５日の週）の出荷分に係る対応） 

 

高齢者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの配分手続

きに関し、第１クール（４月５日の週）の出荷分については下記のとおり行うこととしま

すので、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。）及び関係

団体にご連絡いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 配分手続きに係るスケジュール 

（１）医療機関ごとの納入希望量の登録 

  ワクチンの納入希望量については、ワクチン接種円滑化システム（以下「Ｖ－ＳＹ

Ｓ」という。）に基本型接種施設が入力することとしているが、接種体制の構築状況等を

考慮し、第１クール（４月５日の週）の出荷分に関しては、「高齢者向けの新型コロナウ

イルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの出荷（４月５日の週から４月１９日の

週）について」（令和３年３月１日付け健健発 0301第１号厚生労働省健康局健康課長通

知。以下「３月１日通知」という。）の２．（１）により報告された配送先ごとの箱数

を、厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）の管理者権限を用いて

入力する。 

  なお、３月１日通知の２．（１）によりに当室まで登録のあった配送先のうち、新たに

Ｖ－ＳＹＳのＩＤ発行が必要なものについては、別途当室から各都道府県に連絡してい

るところであるが、今後のＶ－ＳＹＳを用いた手続きの基礎となるため、迅速な対応を

お願いする。 

 

（２）都道府県ごとの配送箱数の割り当て 

  Ｖ－ＳＹＳにより、当室において都道府県ごとの配送箱数の割り当てを行う。なお、

割り当てについては３月１日通知でお示ししているように、全国で 100箱（１箱＝195

バイアル）とし、各都道府県２箱ずつ（ただし、人口が多い東京都、神奈川県、大阪府

は４箱ずつ）とする。 



 

  当室における入力は３月 25日 10時までに行うこととする。なお、日時については現

時点の予定であり、今後変更する可能性があるが、その場合は改めて変更後の日時をお

知らせする。 

 

（３）市町村ごとの配送箱数の割り当て 

  Ｖ－ＳＹＳにより、都道府県において、市町村ごとの配送箱数の割り当てを行う。 

  入力期間は３月 25日 10時から同月 26日 15時まで（厳守）とする。なお、日時につ

いては現時点の予定であり、今後変更する可能性があるが、その場合は改めて変更後の

日時をお知らせする。 

  国において３月 26日 17時までに市町村ごとの割当量の確定処理を行うため、都道府

県においては確定処理がなされたことを確認すること。 

 

（４）接種施設ごとの配送箱数の割り当て 

 Ｖ－ＳＹＳにより、市町村において、接種施設ごとの配送箱数の割り当てを行う。 

  入力期間は３月 29日 10時から同月 31日 10時まで（厳守）とする。なお、日時につ

いては現時点の予定であり、今後変更する可能性があるが、その場合は改めて変更後の

日時をお知らせする。 

  都道府県においては、概ね 30日 10時時点で接種施設ごとの配送箱数の割り当てが未

完了となっている市町村に対し、状況確認及び必要に応じてＶ－ＳＹＳへの入力の督促

を行うこと。また、３月 31日 13時までに接種施設ごとの割当量の確定処理を行うこ

と。 

市町村においては都道府県による確定処理がなされたことを確認すること。 

 

２ 留意事項 

（１）高齢者向け接種用のワクチンについては、４月 12日の週に全国で 500箱、４月 19

日の週に全国で 500箱の出荷を予定しており、これらの配分手続きについても、本事

務連絡の内容と同様の内容を概ね１週間後（４月 19日の週の出荷分については２週間

後）に行う予定であり、詳細についてはおってお示しする。 

 

（２）４月５日の週から４月 19日の週までの配分手続きが１週間ごとに行われ、また、第

２回Ｖ－ＳＹＳ仮想トレーニングの時期とも重なることから、割当量の確定等につい

てＶ－ＳＹＳからのメールが都道府県及び市町村に対し通常よりも頻繁に届くことに

なるため、メール本文の内容をよく確認の上対応するよう留意されたい。 
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６月末までに、高齢者
約3600万人２回分の配
布を完了する見込み。

全ての市区町村に
１箱ずつ配送予定

５月10日の週に、医療従事者等
約480万人(*)２回分の配布を完了
する見込み。

*全国知事会調べ

６回接種可能な
注射器等を配布

５月９日までに配送予定
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＜概要＞高齢者向け第１クール（４月５日の週）出荷分に係る配分手続きは、各都道府県２箱（東京、
神奈川、大阪は４箱）を、３月１日通知で報告した通り、医療機関に分配する

手順その１ 3/25(木)10時～

・国から割り当てられたワクチン
量（箱数）をV-SYS上で確認
今回は各都道府県２箱（東京、神奈川、
大阪は４箱）

手順その２
3/25(木)10時～26(金)15時（厳守）

・市町村に割り当てるワクチン量
をV-SYS上で決定
（3月１日通知による報告通りに決定）

手順その３ 3/26(金)17時～

・都道府県の決定内容を国が確定
処理（データロック）したことを
確認。

手順その１ 3/29(月)10時~

・都道府県から割り当てられたワ
クチン量（箱数）をV-SYS上で確
認（3月１日通知による報告通りに決定）

手順その２
3/29(月)10時～31(水)10時（厳守）

・接種会場に割り当てるワクチン
量をV-SYS上で決定
（3月１日通知による報告通りに決定）

手順その３ 3/31(水)13時～

・市町村の決定内容を都道府県が
確定処理（データロック）したこ
とを確認。

手順その１ 3/30(火)10時頃～

・市町村の手順その２が未完了の
市町村があった場合、督促。
（V-SYS上で完了/未完了を確認可能）

手順その２ 3/31(水)13時（厳守）

・市町村の決定内容を都道府県が
をV-SYS上で確定させる（データ
ロックする）。

都道府県 市町村 都道府県

＜シナリオ＞
・都道府県は「高齢者向けの新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの出荷（４月
５日の週から４月１９日の週）について」（令和３年３月１日付け健健発0301第１号。以下「３月１日通知」）の２．
（１）により報告された配送箱数を対象市町村に割り当てる。

・市町村は、３月１日通知２．（１）により報告された配送先に必要箱数を割り当てる。

高齢者向け第１クール（４月５日の週）出荷分に係る配分手続き
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3/8月 9火 10水 11木 12金 週末

★PM 自治体説明会

3/15月 16火 17水 18木 19金 週末

3/22月 23火 24水 25木 26金 週末

3/29月 30火 31水 4/1木 2金 週末

トレーニング第１回

トレーニング第２回

トレーニング事後フィードバック期間

都道府県確認・登録 国確定 都道府県確定

国登録確定

都道府県確認・登録国登録確定 国確定 市町村確認・登録

都道府県確定市町村（続き）

トレーニング第２回

都道府県確認・登録

市町村確認・登録

高齢者向け第１クール（４月５日の週）出荷分の配分手続きと、第２回トレーニングの時期が重複して
いるため、都道府県・市町村におかれては混同がないように留意ください。

高齢者向け第１クール（４月５日の週）出荷分の配分手続きとトレーニングの期間
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都道府県確認・登録
国登録
確定

国
確
定

市町村確認・登録
都道
府県
確定

10時～ ～15時 ～17時

10時～ ～10時 ～13時


