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全国の笑顔を食でつなごう
ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム

～食支援の必要性、透明性の確保、食品寄贈のステップ等～

専務理事 平野 覚治
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全国食支援活動協力会と食支援活動の始まり

高齢者配食サービス・会食会の連絡会組織として設立

オーストラリアMeals on Wheels（SA)協会と友好協定を締結

休眠預金活用事業「子ども食堂サポート機能設置事業」

1986年

2019年11月

2001年9月

「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」事務局2016年9月 ×

（株）王将フードサービス「お子様弁当」無償提供マッチング(2021,２０２２) ほか、様々な活動・連携

農水省「販路多様化事業」（2020,2021）

厚労省「ひとり親家庭等の食事等支援事業」（2021,2022）
「見守り体制強化促進のための広報啓発事業」（2022）

活動団体の連絡会組織、活動支援、情報発信、啓蒙活動 に取り組んできました
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コロナ禍における子どもの居場所の課題と現状

新型コロナウイルスの流行２０１９年

三密回避のため、各地でお弁当の配食やフードパントリーが急速に広がる

子ども支援⇒世帯支援へと活動・負担が拡大

世帯支援による食数の増加

包材調達による支出の増加

物価の高騰による家計への打撃

生産調整・物価高騰他による寄贈の減少

全国へ寄付食品をつなぐ
「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム（通称MOWLS）」の始動

2020年～
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子どもから高齢者まで、全国のこども食堂等「居場所」に集う
すべての人が食事を得られる環境づくり
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まとめて納品・荷受けすることで

寄贈時の配送費と調整負担を軽減

小さいな団体も寄贈が受けられる
環境整備

寄贈食品活用により食糧費を削減、活動

団体の運営費負担を軽減

ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム（通称：MOWLS）

こども食堂サポート機能設置事業（2019～2022）
食の物流ネットワーク整備プロジェクト（2020～2023）
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配送先調整
・確定

ＷＥＢシステムを活用し
コーディネーターと調整
（2022年4月～

試行運用中）

ロジ拠点：一次受け拠点
大量の寄贈食品の保管機能をもった場所・倉庫
常温・冷蔵・冷凍の3温度帯に対応

ハブ拠点： ロジ拠点の支店
活動団体が取りに行ける距離に設置された、
冷凍・冷蔵設備を有する拠点（設置は推奨）

コーディネーター：
寄贈品受取希望有無の回答・送付先
の調整・決定を行う

© 2022 mow

MOWLSの仕組み
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１． 全国の居場所に届けることができます。寄贈の申し出をいただければ、
配送希望エリアに応じて、当会が分配を引き受けます

２． 常温品に限らず冷凍・冷蔵品の寄贈も対応できます

３． 不適切な食品の取扱いを防ぎ、寄贈者・受取団体ともに事故から身を守る
ことができます。トレーサビリティの確保と商品の滞留防止を図ります

４． 全国のロジハブ拠点までの配送費で全国の子どもの居場所へ支援ができます

三温度帯対応の全国ネットワークはＭＯＷＬＳだけです

【安心・安全】食品取扱の注意喚起・合意を都度チェックします

ポイント配送による輸送費負担を軽減

企業と全国の食を通じた居場所をつなぐ分配機能
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『ＭＯＷＬＳ』を通じて全国への食料支援が実現できます！
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ステップ１

当会が希望に応じた「ロジハブ拠点別商品受入れ数（一覧）」を作成・提出

寄贈商品の ①数量、②賞味期限、③ケースサイズ、
④希望配送エリア（数） などを当会へご連絡いただく

各ロジ拠点・ハブ拠点がこども食堂団体へ寄贈商品をお渡し

当会経由で、商品を受け取ったこども食堂の声や画像を提供
社内外への情報発信にご活用ください

ステップ２

ステップ４

ステップ５

当会より、各圏域のコーディネーター及び拠点へ納品日を通知

ステップ３ 拠点先までの配送手配、納品日を当会へご連絡いただく

やっていただく作業は

３つのみ！

寄贈の受付から分配までの流れ
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ＭＯＷＬＳ ＷＥＢシステムによる在庫管理

２ 期限が切れた寄贈品の分配にはアラートを表示、不適切な流通を防ぎます

１ 各拠点の保管可能容量を一覧で管理、「届いたが保管できない」リスクを回避します

３ 在庫を一覧で管理、寄贈品が滞留することを防ぎます
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ＭＯＷＬＳ 寄贈情報の一括管理

１ 期間を定め、寄贈総量・提供団体数などの情報が
出力ができます

２ 親会社が子会社の寄贈実績やトレーサビリティ
レポートを閲覧・出力することできます
グループ会社としての寄贈実績管理にお役立て
ください

トレーサビリティレポートや寄贈実績
レポートはExcelデータで出力されます
適宜データ加工のうえご活用ください
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ＭＯＷＬＳ ＷＥＢシステムによるリスク対策

寄贈の都度、活動団体との間で取扱いルールの合意を結びます

4月～WEBシステム上で活動団体と
の合意締結が順次始まっています

『こども食堂あんしん手帖』により
寄贈食品取扱ルールを定めています

１

２
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ＭＯＷＬＳ トレーサビリティの確保・お礼状

１ トレーサビリティレポートにより、「いつ・どこに届いたのか」確認できます

２ 「お礼管理」からコメントや写真、社内外広報への
活用可否が確認できます
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「共食」の機会

パントリーにあわせ相談窓口を開設

孤独・孤立の緩和 食文化の継承

生活支援・相談への入口

食体験、食育機会

災害への備え

子どもから高齢者まで、すべての人が食を通してつながれる居場所
持続可能な食のプラットフォームの広がり

MOWLSと食支援活動の可能性
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皆さまにお願いしたいこと

食品・物品の支援

物流の提供

保管場所の提供

仕分けボランティアの支援

資金的な支援

とくに物流・保管が全国的な課題

「MOWLS 物流支援
プロジェクト」の始動
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MOWLS 物流支援プロジェクト

拠点間配送網の整備（②） を募集しています

中核ロジ拠点の設置・運営（①）

●中核ロジ拠点設置イメージ

寄
贈
主

中核ロジ拠点

全国食支援活動協力会

調 整

団体・支援者

ロ
ジ
拠
点

寄
贈
主
関
係
物
流
会
社

ハ
ブ
拠
点

① ② ② ②

①②両方での支援

中核ロジ拠点県域もしくは複数県域分の寄贈食品の保管
機能をもった倉庫
大型トラック・パレット納品に対応が可能

１０月４日（火）１４～１６時
シンポジウム開催！

有志メンバーで課題解決に向けた取り組みを始めました
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概要 効果

寄贈品の受取・配送を通して、多くの活動団体を支
援することができます
アイドルスペース・アイドルタイムの活用のほか、
SDGs活動の推進、従業員のモチベーションアップ
等にもつながります

名豊興運様：

愛知県内への寄贈品をまとめて一次受け
そこから愛知県内の拠点（平均3～4か所程度）へ
配送にてご協力いただいています

連携事例・内容

貴社の対応可能な規模・タイミングで倉庫の提供や
拠点間の配送をご支援いただきます

企業名（順不同、敬称略） ※一部抜粋

首都圏物流 アサヒロジ

北部市場運送 名豊興運

マツダ流通 トランコム

青翔運輸

物流・保管・仕分け支援

食品メーカー様へ

新しい試みとして、下記にご協力いただける食品
メーカー様を募集しています
保有する倉庫に他社寄贈品を一時保管
⇒貴社の物流ラインで共同配送、拠点へお届け
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概要・効果

貴社の製品の寄贈を当会が窓口となり、全国の団体に
対し連絡・調整を行います。
常温・冷蔵・冷凍の食品や物品の寄贈ができるほか、貴
社のご希望に沿ったアレンジが可能です。

効果

全国1,800の団体に対し、貴社の製品を届けることが
できます。

アサヒ飲料様
子どもの居場所づくり510団体への寄贈

「カルピス」（1,530箱／１施設各3箱）
「カルピス絵本」（合計1,779冊）

企業名（順不同、敬称略） ※一部抜粋 三温度帯

キユーピーみらいたまご財団 常温・冷凍

アサヒ飲料 常温

アサヒグループ食品 常温

日新製糖 常温

サントリー酒類 常温

USMEF 冷凍

王将フードサービス 常温

日本ハム 冷蔵

三菱食品 冷凍

髙島屋 冷凍

Mr. CHEESECAKE 冷凍

吉野家 常温

王将フードサービス様
長期休暇にお子様弁当を無償提供

2022年夏休みには約１０万食を子ども達へ提供
冬休みには、アサヒ飲料様よりカル
ピスがあわせて寄贈されました！

食品・物品の寄贈支援

キユーピーみらいたまご財団様
子どもの居場所づくり約1,900団体に対す
る寄贈
キユーピーハーフマヨネーズ、パスタソース,
冷凍果物など、定期的に寄贈いただいてい
ます
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概要

「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」全体に対す
る支援。
食を通した地域の居場所づくり活動を支援するほか、
災害時等の食糧支援にも役立てることができます。

効果

全国1,800の団体を通し、子どもから高齢者まで、
幅広い世代の食を通した居場所づくりを応援でき
ます。

2021年の九州での豪雨災害の際には、ロジハブ
システムを活かし長野→福岡、宮城→福岡等、県を
またいだ支援が行われました。

出典：タカラレーベン東北様・HP
https://leben-t.co.jp/csr/

資金的支援

アサヒ飲料様「寄付型自動販売機」の設置
自販機の設置のみで支援が可能
設置手数料を当会にご支援いただきます

その他 資金的な支援
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『ＭＯＷＬＳ』を通じて、誰もが笑顔になれる社会を
一緒につくりませんか。

各地域のネットワークによる全国への食糧支援の
取組として農水省ＨＰに掲載いただいています

食品提供企業

28
社・機関

≪2021年度実績≫



ご清聴ありがとうございました

一般社団法人全国食支援活動協力会 事務局

HP ： https://www.mow.jp/mow-ls/index.html
住所 ： 東京都世田谷区上用賀6-19-21
TEL : 03-5426-2547
E-mail: saposen@mow.jp

「MOWLS」または
「食支援」で検索
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