
　(1) 当チームの「もみじ」が「きろ」に続きIRO国際救助犬（A段階・広域捜索）に合格し、東北では唯一国際救助犬を2頭を保有することとなった。

  (2) JAHAから講師を招聘してセラピー犬に関する公開講座を開催した。

　(3) セラピー犬による窓越しのセラピー活動を全国で唯一開催しており、高い評価を得た

　(4) 嘱託警察犬として、認知症の行方不明者などの捜索に積極的に参加し貢献した。

２　事業の実施に関する事項

　(1)　特定非営利活動に係る事業

災害救助犬の捜索活動 土石流災害現場で行方不明者の捜索活動に参加 7月9日～12日 静岡県熱海市 5名 1頭
被害家族など熱海市住民

　3万7千人
自主

判断出動

行方不明者の捜索活動を実施 8月28日 岩手県某市 5名 5頭 被害家族など5人
一般からの出

動依頼

行方不明者および事件容疑者の捜索活動に参加 1月～12月 青森県内
延べ

72人76頭
被害住民

関係者150人
警察署からの

出動依頼

国際救助犬の訓練会に参加 2月27日 長野県富士見町 3人4頭 参加者及び会員150人

国際救助犬の訓練会に参加 3月20日 長野県富士見町 4人4頭 参加者及び会員150人

嘱託警察犬の訓練競技会に参加 5月5日 青森県三沢市 4人4頭 参加者及び会員150人

青森県総合防災訓練第1回調整会議に出席 6月1日 青森県五所川原市 2人 五所川原市民5万人

嘱託警察犬の審査会に参加 6月17日 青森県青森市 5人6頭 地域住民70万人

八戸市総合防災訓練の予行演習に参加 6月26日 青森県八戸市 5人5頭 八戸市民22万8千人

八戸市総合防災訓練に参加 6月27日 青森県八戸市 9人3頭 八戸市民22万8千人

青森県総合防災訓練第2回調整会議に出席 7月13日 青森県五所川原市 1人 五所川原市民5万人

青森県消防学校の「震災救助訓練」に災害救助犬が参加 9月4日 青森県青森市 5人5頭 訓練参加者50人

青森県警察学校の災害警備専科で災害救助犬に関する講義を実施 9月10日 青森県青森市 1人 専科生9人

青森南警察署主催の梵珠山における秋山遭難救助訓練に捜索犬２頭が参加 10月6日 青森県青森市浪岡 2人2頭 地域住民1万7千人

国際救助犬育成センターでの研修会に参加 10月31日 長野県富士見町 2人2頭 参加者及び会員150人

訓練始めを実施 1月3日 青森県青森市浪岡 11人12頭 会員150人

第13回セラピードッグ研修会を実施 1月17日 青森県青森市浪岡 12人7頭 研修生及び会員150人

第14回セラピードッグ研修会の実地研修を青森愛犬美容専門学院で実施 1月27日 青森県青森市 28人5頭 研修生及び会員150人

第15回セラピードッグ研修会の実地研修を青森愛犬美容専門学院で実施 2月10日 青森県青森市 11人5頭 研修生及び会員150人

第16回セラピードッグ研修会を実施 2月14日 青森県青森市浪岡 9人7頭 研修生及び会員150人

第17回セラピードッグ研修会《補習》を実施 2月20日 青森県青森市浪岡 13人6頭 研修生及び会員150人

第18回セラピードッグ研修会《認定試験》を実施 2月23日 青森県青森市浪岡 16人6頭 研修生及び会員150人

ペットセーバー講習会の伝達講習を実施 7月4日 青森県青森市浪岡 14人 会員150人

３ 捜索犬・セラピー犬の訓練・指導に
   関する事業

実施日

２ 各種団体等が行なう捜索救助訓練等
   への参加事業

実　施　場　所事　業　内　容事　業　名

嘱託警察犬の捜索活動

（法第２８条第１項関係様式）

１　事業の成果

令和３年（年度）事業報告書

（特定非営利活動法人 北東北捜索犬チーム）

1　捜索犬の

     捜索活動

従事者と
犬の数

備考
受益対象者の範囲

及び人数
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遺体捜索訓練を実施 8月8日 青森県青森市浪岡 6人6頭 会員150人

国際救助試験を受験 4月10日 長野県富士見町 4人5頭 受験者、受験犬及び会員150人

セラピー犬の認定試験を実施 5月16日 青森県青森市浪岡 13人3頭 受験者、受験犬及び会員150人

国際救助犬試験を受験 7月24日 長野県富士見町 2人2頭 受験者及び会員150人

セラピー犬の認定試験を実施 8月9日 青森県青森市浪岡 11人5頭 受験者、受験犬及び会員150人

国際救助犬試験を受験 11月13日 長野県富士見町 4人5頭 受験者、受験犬及び会員150人

「ひかりの岬こどもデイサービスセンター」の子どもたちとセラピー犬がふれあいを実施 1月5日 青森県青森市浪岡 9人4頭 子供達と関係者18人

青森冬まつりに参加 2月7日 青森県青森市 13人9頭
まつり参加者
15,000人

「あずみ野デイセンター」で、犬による窓越しのセラピー活動を実施 2月13日 青森県南津軽郡大鰐町 10人7頭 入所者及び施設関係者35人

青森市立金沢小学校で出前授業を実施 2月15日 青森県青森市 5人4頭 生徒95人

特別養護老人ホーム「ときわ」でセラピー犬による窓越しのセラピー活動を実施 3月7日 青森県南津軽郡藤崎町 14人9頭 入所者及び施設関係者30人

青森愛犬美容専門学院で国際救助犬について講義 3月9日 青森県青森市 2人 学生など30人

特別養護老人ホーム「ゆうゆう荘」で窓越しのセラピー活動を実施 3月18日 青森県青森市浪岡 7人4頭 入所者及び施設関係者40人

東日本大震災被害者追悼訓練の釜石交流会を開催 3月28日 岩手県釜石市及び大槌町 17人6頭 参加者及び会員150人

特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」で窓越しのセラピー活動を実施 4月7日 青森県南津軽郡田舎館村 9人6頭 入所者及び施設関係者35人

FMアップルウエーブに出演しチームの活動を紹介 4月25日 青森県弘前市 2人 弘前市民15万人

JAHA指定施設の「デイサービスセンター鶴が丘」でガラス越しのセラピー活動を実施 5月13日 青森県青森市 6人3頭 入所者及び施設関係者32人

中央寿大学院OB会の生涯学習会で災害救助犬、嘱託警察犬、セラピー犬について講演 5月14日 青森県青森市 7人4頭 受講者20人

「あずみ野デイセンター」でガラス越しのセラピー活動を実施 5月22日 青森県南津軽郡大鰐町 10人5頭 入所者及び施設関係者40人

平川児童館で災害救助犬、嘱託警察犬、セラピー犬についてのお話しと犬のデモンストレーションを実施 5月24日 青森県青森市浪岡 7人4頭 受講者70人及び関係者8人

青森市民大学中央校で救助犬について講演とデモンストレーションを実施 5月26日 青森県青森市 6人3頭 受講者35人及び関係者2人

セラピー犬の公開講座を開催
この公開講座は、東北電力「東北・新潟の活性化応援プログラム事業」の助成金で実施

5月30日 青森県青森市 21人4頭 受講者50人及び関係者25人

青森市民大学・大学院の横内校で救助犬について講演とデモンストレーションを実施 6月4日 青森県青森市 5人3頭 受講者14人及び関係者2人

ボーイスカウト青森第１団が災害救助犬、嘱託警察犬、セラピー犬について講義を受け、犬の訓練を見学 6月6日 青森県青森市浪岡 13人8頭 団員など35人

青森市民大学・大学院東部校で救助犬について講義とデモンストレーションを実施 6月10日 青森県青森市 6人4頭 生徒及び関係者24人

「デイサービスセンター鶴が丘」でJAHA公認の窓越しのセラピー活動を実施 6月17日 青森県青森市 8人3頭 施設関係者32人

機関紙「タースケ通信Vol.22」を発行 6月28日 青森県青森市浪岡 3人
会員及び関係者

300人

介護老人保護施設「平成の家」で窓越しのセラピー活動を実施 7月4日 青森県弘前市 15人6頭 施設関係者25人

「デイサービスセンター鶴が丘」でJAHA公認の窓越しのセラピー活動を実施 7月21日 青森県青森市 9人4頭 施設関係者35人

「ひかりの岬子どもデイサービスセンター」のこどもたちとセラピー犬がふれあいを実施 7月26日 青森県青森市浪岡 10人5頭 施設関係者15人

十和田市シニア大学で災害救助犬とセラピー犬についての講話とデモンストレーションを実施 8月10日 青森県十和田市 6人5頭 学生他関係者45人

デイサービスセンター「鶴が丘」でJAHA公認の窓越しのセラピー活動を実施 8月18日 青森県青森市 8人4頭 施設関係者35人

特別養護老人ホーム「ときわ」とグループホーム「いこい」で窓越しのセラピー活動を実施 8月22日 青森県南津軽郡藤崎町 15人8頭 施設関係者50人

特別養護老人ホーム「ゆうゆう荘」で、屋外での非接触セラピー活動を実施 9月8日 青森県青森市浪岡 9人5頭 施設関係者25人

デイサービスセンター「鶴が丘」でJAHA公認の窓越しのセラピー活動を実施 9月16日 青森県青森市 9人4頭 施設関係者35人

特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」で窓越しのセラピー活動を実施 9月29日 青森県南津軽郡田舎館村 9人4頭 施設関係者30人

３ 捜索犬・セラピー犬の訓練・指導に
   関する事業

４ 捜索犬・セラピー犬の認定審査等に
   関する事業

５ 捜索犬・セラピー犬の活用のための
   体制整備及び社会的認知の向上に関
   する事業
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介護老人保護施設「平成の家」で窓越しのセラピー活動を実施 10月10日 青森県弘前市 11人5頭 施設関係者25人

「あずみ野デイセンター」で窓越しのセラピー活動を実施 10月30日 青森県南津軽郡大鰐町 9人5頭 施設関係者35人

黒石中学校の職業講話学習で訓練士について講話と災害救助犬のデモンストレーションを実施 11月10日 青森県黒石市 4人1頭 受講中学生及び関係者26人

児童運動学習支援教室ココノバ弘前校の子どもたちとセラピー犬がふれあいを実施 11月13日 青森県青森市浪岡 13人6頭 子供および関係者26人

デイサービスセンター「鶴が丘」で、JAHA公認の窓越しのセラピー活動を実施 11月17日 青森県青森市 5人3頭 施設関係者35人

児童運動学習支援教室ココノバ弘前校の子どもたちとセラピー犬がふれあいを実施 11月23日 青森県弘前市 8人5頭 子供および関係者20人

児童運動学習支援教室ココノバ弘前・黒石校の子供たちとセラピー犬がふれあいを実施 12月4日 青森県青森市浪岡 11人6頭 子供および関係者27人

機関紙タースケ通信Vol.23（A3の二つ折り４P）を発行 12月17日 青森県青森市浪岡 3人
会員及び関係者

300人

児童運動学習支援教室ココノバ弘前校の子供たちとセラピー犬がふれあいを実施 12月18日 青森県弘前市 7人3頭 子供および関係者20人

認知症カフェでセラピー犬についての講話とセラピー犬とのふれあいを行いました 1月14日 青森県青森市浪岡 10人4頭 関係者50人

東奥日報に認知症カフェでのセラピー犬の活動が掲載 1月16日 青森県青森市 10人4頭 地域住民2万人

嘱託警察犬「きろ」が弘前警察署長から表彰されました（弘前市） 1月22日 青森県弘前市 1人1頭 会員150人

嘱託警察犬「ぶちょお」と「もみじ」が青森南警察署長から表彰 1月26日 青森県青森市浪岡 2人2頭 会員150人

嘱託警察犬「もみじ」が黒石警察署長から表彰 1月29日 青森県黒石市 1人1頭 会員150人

令和３年度通常総会を開催 1月31日 青森県青森市浪岡 54人 会員150人

セラピー犬の活用を踏まえて、青森地方裁判所で裁判を傍聴 2月16日 青森県青森市 10人 会員150人

嘱託警察犬「きろ」が行方不明者捜索の功労により、黒石警察署長から表彰 3月5日 青森県黒石市 1人1頭 会員150人

青森愛犬美容専門学院の入学式に参列 4月16日 青森県青森市 1人 入学生及び関係者50人

青森南警察署で開催の嘱託警察犬の嘱託書交付式に「もみじ」「ぶちょお」「三太郎」が出席 7月15日 青森県青森市浪岡 3人3頭 会員150人

青森警察署で開催の嘱託警察犬の嘱託書交付式に「ピット」が出席 7月16日 青森県青森市 1人1頭 会員150人

「大島ドッグトレーニングスクール」の大島先生が浪岡の訓練所を訪問 7月19日 青森県青森市浪岡 5人2頭 会員150人

KDDI株式会社の寄付金贈呈式に災害救助犬候補犬・嘱託警察犬の「三太郎」が出席 8月6日 青森県青森市 2人1頭 会員150人

ドッグランの柵のペンキ塗りを実施 9月20日 青森県青森市浪岡 18人 会員150人

内閣府の「令和3年度エイジレス・ライフ実践事例」に当チームの岩本理事長の活動が選出 9月21日 青森県青森市浪岡 1人 会員150人

平内ジョブタウンに参加 11月6日 青森県東津軽郡平内町 11人9頭 対象小学生及び関係者40人

県立自然ふれあいセンターで行われる山岳遭難防止活動の青森南警察署員の講演会でチーム所属の嘱託警
察犬が参加

11月7日 青森県青森市浪岡 3人4頭 参加者及び関係者20人

傷害事件の逃走被疑者検挙の功労で、弘前警察署長から指導手三上修悦氏と嘱託警察犬「きろ」に感謝状
が授与

11月15日 青森県弘前市 1人1頭 表彰された犬1頭と人1人

行方不明者の捜索で功労のあった嘱託警察犬「もみじ」と指導手岩本良二氏に感謝状が授与 11月18日 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 1人1頭 表彰された犬1頭と人1人

県民運動推進フォーラムに参加 12月5日 青森県青森市 4人 会員150人

６ その他、この法人の目的達成のため
　 に必要な事業

５ 捜索犬・セラピー犬の活用のための
   体制整備及び社会的認知の向上に関
   する事業
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