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細部まで採用してくださり、災害時に対応でき
る能力を至る所に兼ね備えたキャンピングカー
が完成しました。内装は、4人が横になり眠るこ
とができるベッド、会議テーブル、冷蔵庫、キッ
チン、電子レンジ等が設置されています。
　特にこだわった部分が外装です。EXPEDI-
TION EAGLEは運転席と荷室が切り離され、
独立しており、凸凹した悪路でも進んでいける
仕様となっています。また車高が3cm ほど高く
なっており、雪道も支障なく走行することができ
ます。さらに、作業ライトなども設置されているた
め、夜間の活動でも大活躍します。

現場体験を基に、さらなる高機能化へ
　今後はさらに、災害時に必要な道具を整備し
ていく予定です。車を引っ張るときなどに活躍
するウインチ、バギーを牽引するためのヒッチメ
ンバーなどのカスタムを重ね、より災害時に強い
EXPEDITION EAGLE を作っていきたいと
思っています。

　このEXPEDITION EAGLE は、普段使い
はもちろんのこと、災害支援車両としても活用す
ることができる最高級のキャンピングカーです。
災害時こそしっかり休息を取れる環境があるこ
とが、私たちには非常に重要な部分でありまし
た。EXPEDITION EAGLE を災害支援者の
私たちが使うことで、災害時におけるこうした設
備の大切さを広くご理解いただけるのではない
かと思います。

　2022年2月23日、新潟県糸魚川市島道で表
層雪崩が発生し1名の方が巻き込まれる被害
が発生。25日に現地対策本部よりバギー隊に
緊急要請がかかり、現場へ出動しました。対
策本部で状況を確認したのち現場へ向かって
いる途中、残念ながらご遺体発見の連絡が。
　午後からは笑顔Pが連携する雪崩のスペ
シャリストでもある町田敬さんとの現場調査に
同行。雪国に暮らす私たちにとって雪崩は特別
ではないこと、雪崩のスピードやその怖さを肌
で 感じる 機
会となりまし
た。この経験
を今 後 の 雪
害 に役 立て
たいと思って
います。

内には荷物を載せるスペースがなかったり、乗
り心地が非常に悪く、段差などの衝撃により天
井に頭をぶつけてしまったりと、快適さに欠ける
部分もありました。なかでも一番の課題は、現場
で体を休めるスペースがないことでした。私たち
が現場で休息を取るときは、事務所のイスで休
むか、トラックの運転席で休むか……という状
況。体を横にできる環境がないことで、身体的
な負担も大きくなっていました。
　これらの課題をどうにか解決できないかと考
えたときに、「キャンピングカーを活用できるの
ではないか」と思い日本特種ボディーに相談し
たことが、共同開発の始まりでした。

心身の疲労を癒す内装
悪路を軽々走破する外装
　2020年3月から日本特種ボディーと、災害時
に必要な能力を兼ね備えたキャンピングカーを
作るべく、意見交換がスタート。こちらの要望を

災害支援活動で
痛感してきた課題の数々
　2021年12月22日、キャンピングカーの製造販
売を手がける日本特種ボディー株式会社様（埼
玉県越谷市。以下、日本特種ボディー）と日本笑
顔プロジェクト（以下、笑顔P）による共同開発
車「EXPEDITION EAGLE」の記者発表 会
が行われました。

　災害支援団体
である笑顔Pは、
様々な災害地へ
赴いて活動して
います。そのなか
で痛感してきた
のが、活動のベースとなる拠点がないことや、メ
ンバーが体を休める場所がないこと。これらは
かねてより切実な課題となっていました。
　また、雪害支援の際にはトラックに四輪バ
ギーを載せて現場に向かいますが、トラック車
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＜支援金のおねがい＞
日本笑顔プロジェクトの活動は、自主財
源に加え、皆様からの支援金のもとで成
り立っております。
災害による緊急支援や復旧作業などに
万全の体制で臨めますよう、ご支援の程、
なにとぞよろしくお願いいたします。 
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・	石井食品株式会社（非常食）
・	株式会社AirX（ヘリコプター）
・	有限会社ビビッド（電源車)
・	 POWERDRIVE	R117（ボート・船・キャ
ンピングカー）	

・	株式会社e-nature（キャンピングカー)
・	一般社団法人オフロードビークル協会
（バギー・モービル）
・	真言宗豊山派仏教青年会（寺院ネッ
トワーク)

・	わらび野観光株式会社（バス)
・	株式会社カンバーランド・ジャパン（ト
レーラーハウス)

・	株式会社ラックス（エアードーム)
・	株式会社アクティオ（重機・建機)
・	株式会社アイエー（ソリ)

・	モトローラ・ソリューションズ（無線・
トランシーバー）

・	株式会社Goo-light（映像・ドローン)			
・	中部観光株式会社（バス)	
・	株式会社RSS高喜屋（ATVバギー）	
・	NEXCO東日本新潟支社
・	NEXCO東日本関東支社
・	NEXCO中日本
・	株式会社NEXCOエンジニアリング新潟
・	中野市			
・	小布施町
・	株式会社コケナワ（携帯トイレ）
・	株式会社C-SOS	（簡易トイレ）
・	国際災害対策支援機構（ヘリコプター）
・	匠航空（ヘリコプター）
・	長野県社会福祉協議会
・	小布施町社会福祉協議会
・	辰野町社会福祉協議会

災害協定・連携先（敬称略）
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災害支援活動の経験を基に、笑顔 P から災害現場で求められる設備
を数々提案。日本特殊ボディー様は豊富な知見と技術でしっかりと要
望に応えてくださいました。

・	茅野市社会福祉協議会
・	長野県NPO センター
・	日本財団（活動補助）
・	 DRT	JAPAN（重機・技術系）
・	 OPEN	JAPAN（重機・技術系）
・	 DEF災害エキスパートファーム（重機・
技術系）

・	 KEEN	JAPAN（シューズ）
・	 Patagonia（アパレル）
・	株式会社信越車体（車両整備）
・	ジリリタ株式会社（健康増進）
・	 株式会社サンコーレンタル（重機・建機）
・	株式会社インス（アパレル）
・	長野県社会福祉協議会
・	須坂市
・	 HDS	K9（捜索救助犬)
・	 日本特種ボディー株式会社（キャンピ
ングカー）

日本特殊ボディー株式会社様・日本笑顔プロジェクトの共同開発　

「所さん! 大変ですよ」で
nuovo 紹介

「人の為になりたい」希望を胸に
夢だった笑顔P への入社が実現

新入職員ごあいさつ

豪雪下での災害支援活動では、移動時に積雪に足を取られやすく、
活動後には休憩場所の確保が難しいなど、課題が多数。

記者発表会にて「EXPEDITION EAGLE」の特長を語る、笑顔 P
の林映寿代表。

後部に荷台を連結し、支援活動に必要なバギーを運搬することも
可能。

災害対応仕様キャンピングカー
「EXPEDITION EAGLE」完成！

糸魚川
雪崩捜索・現場調査へ

　2021年12月28
日、長野県須坂
市と笑 顔Pが災
害協定を締 結。
有事の際に、私
たちの重 機、四
輪バギーといっ
たリソースを提供することはもちろんのこと、平
時から研修等で連携することにより、地域の防
災力を高めることで合意しました。
　須坂市消防本部の職員は定期的にnuovo
で重機トレーニング等を行っています。今やそ
のスキルは全国の消防でもトップレベル。大切
な地域を守るには、消防との連携は必要不可
欠です。

　1月20日放送のNHK 総合「所さん! 大変で
すよ」で、小型重機やアミューズメントパー
クnuovo が取り上げられました。
　100年に一度の災害が毎年全国各地で発生
しています。災害大国日本を自分たちの力で
救う為、守る為に、全国各地から重機の資格
取得に老若男女が小布施に集まってきてい
ます。災害に打ち勝つため、引き続き重機オ
ペレーターの育成を進めていきます！

　2022年2月1日、笑顔P社員として入社いた
しました。 勤めていた障害者施設を退職し、
まったく別の仕事に就きました。
　小さい頃からの夢であった消防士を諦
めつつも、「人の為になりたい」との思いが
消えず、災害支援や重機講習など笑顔Pの
Crewとして活動してきました。その中で「こ
こで働きたい」という夢が生まれ、今回笑顔
Pに採用されて夢が叶いました。
　ここからがスタート。日々学び、成長してい
きたいと思います。林映寿代表、春原圭太副

代表、神戸智基事務局長と共に常勤いたしま
す。まだまだ足りないところばかりですが、皆
様、これからもよろしくお願いいたします！

坂本海斗

須坂市と災害協定
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2日	 日本特種ボディー株式会社様と共同開発の打ち合わせ
	 笑顔Pサテライトオフィスが東京スカイツリー・ソラマチに

誕生（提供：日本特種ボディー株式会社様）
	 KDDI小山ネットワークセンター視察（災害支援用ドローン）
4日	 ふるさと新聞アワード「ひと部門」優秀賞受賞（須坂新聞、

神戸智基事務局長）
4日〜5日	第36回重機講習会実施、28名受講（累計685名）
5日	 「ONE	NAGANO.NET長野地域版」掲載（nuovo誕生経緯）
8日	 KDDIエンジニアリング株式会社様向けATV四輪バギー

ライセンス講習会実施（協力：OVO）
9日	 nuovo第３エリア拡張
11日	 第１回車両系建設機械（解体用）運転技能講習会開催（協

力：日本技能教習所様）
12日	 第6回重機講習会（解体用）実施、20名受講
16日	 消防有志向け重機スキルアップ講習
17〜18日		NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊待機要請

（OVO）
18〜19日		第37回重機講習会実施、27名受講（累計712名）
19日	 長野県佐久市長nuovo視察
22日	 オフロード系キャンピングカー「EXPEDITION	EAGLE」	

発表会見	in 東京スカイツリー（共同開発：日本特種ボ
ディー株式会社様）

	 NEXCO東日本関東支社様とバギー合同訓練（OVO）
23日	 阿部守一長野県知事と懇談
	 長野県社会福祉協議会様、災害支援団体と災害協定
24日	 ぶどう畑のアンカー埋め請負作業
25〜26日		NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊待機要請

（OVO）
28日	 長野県須坂市と災害協定締結
30日〜1月1日	NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊待機要

請（OVO）

6日	 笑顔Pバギー隊雪上訓練（協力：戸狩温泉スキー場様）
9日	 地区どんど焼きの場所提供（nuovoパーク）
10日	衆議院議員井出ようせい様他nuovo視察
13日	NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊緊急出動要（OVO）
16日	SBC信越放送「明日を守る信州の防災・減災」放映（笑顔P）
20日	サブスク会員限定キャンピングカー「EXPEDITION	EAGLE」

見学会
	 NHK総合「所さん！	大変ですよ」放映（nuovo）
20〜21日		NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊待機要請（OVO）
21日	内閣府防災と災害支援に関するミーティング
22〜26日		長野県飯山市ソーラーパネル除雪請負作業
29〜30日		第38回重機講習会実施、15名受講（累計727名）

❾

2日	 新入社員	坂本海斗	入社式
2〜9日		長野県飯山市ソーラーパネル除雪請負作業
3日	 日本財団ジャーナル掲載（笑顔P）
5〜6日	 NEXCO東日本新潟支社様からバギー隊待機要請（OVO）
11日	「ONE	NAGANO.NET長野地域版」掲載（四輪バギー支援）
12〜13日	第39回重機講習会実施、14名受講（累計741名）
15日	 SBC信越放送ラジオ「ミックスプラス」で放送（笑顔P）
19日	 第7回重機講習会（解体用）実施、15名受講
22日	 SBC信越放送ラジオ「ミックスプラス」で放送（笑顔Pを卒業

論文で研究した大学生のインタビュー①）
23日	 捜索救助犬HDS	K9様と災害協定締結
	 四輪バギー×捜索救助犬　雪山合同訓練（協力：戸狩温泉

スキー場様、HDS	K9様）　
25日	 新潟県糸魚川市雪崩現場の捜索補助要請（町田建設株式

会社様、協力：HDS	K9様）
26〜27日			第40回重機講習会実施、21名受講（累計762名）
28日	 新潟県妙高市赤倉温泉スキー場ジャンプ台の雪崩危険現

地調査（町田建設株式会社様）

日本笑顔プロジェクト
活動の記録

2022 1月

 2月

▶︎下記コラム参照

▶︎上記コラム参照
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▶︎P.1参照

合同訓練！
四輪バギー×捜索救助犬　
　2月23日、長野県飯山市・戸狩温泉スキー
場の一部をお借りして、捜索救助犬チーム

「HDS K9」の皆様と雪上合同訓練を行いま
した。今回は、雪山での遭難者捜索を想定
してのトレーニング。現地近くまで四輪バ
ギーで移動→捜索→救助という流れに挑戦！ 雪上は初めてというHDS 
K9の皆様、吹雪の中での訓練となりましたが……。バギーでの移動は何
の問題もなく、雪に埋もれた要救助者も無事に発見!!

バギー隊への要請多数！
　今シーズンはラニーニャ現象の影響
もあり、クリスマス寒波・年末寒波など
記録的な大雪に見舞われました。
　NEXCO東日本新潟支社様からは、上
越エリアと湯沢エリアを合わせて計10
回以上のバギー隊待機要請、そして立ち
往生が発生したことから２回の緊急出
動要請を受けました。

▶︎P.4 参照

▶︎P.4 参照

▶︎P.4 参照

▶︎P.4 参照

（2021年12月
　―2022年2月）

2021 12月

四輪バギー × 捜索救助犬　雪山合同訓練（協力：戸狩温泉スキー場様、HDS K9様）


