
令和3年度　南三陸町地方卸売市場　水産物の放射性物質スクリーニング検査実施状況

公表元：南三陸町農林水産課
TEL：0226-46-1378FAX：0226-46-5348
測定機器：EMFジャパン（株）EMF211型ガンマ線スペクトロメーター
精密検査実施の目安：合計50Bq/kg(基準値：合計100Bq/kg)

精密検査 精密検査
実施の 実施の
目安未満 目安以上

333 コノシロ 志津川湾 R3.7.1 〇
334 ドンコ 志津川湾 R3.7.1 〇
335 カナガシラ 志津川湾 R3.7.1 〇
336 ワカナ 志津川湾 R3.7.1 〇
337 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R3.7.1 〇
338 ニチモウ銀活〆① 女川 R3.7.1 〇
339 ニチモウ銀活〆② 女川 R3.7.1 〇
340 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.2 〇
341 ニチモウ銀野〆 女川 R3.7.2 〇
342 ニチモウ銀野〆 雄勝 R3.7.2 〇
343 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R3.7.2 〇
344 マイワシ 志津川湾 R3.7.2 〇
345 ワカナ 志津川湾 R3.7.2 〇
346 トビウオ 志津川湾 R3.7.2 〇
347 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.2 〇
348 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.3 〇
349 ニチモウ銀野〆 雄勝 R3.7.3 〇
350 ニチモウ銀活〆 雄勝 R3.7.5 〇
351 ニチモウ銀野〆 女川 R3.7.5 〇
352 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R3.7.5 〇
353 ワカナ 志津川湾 R3.7.5 〇
354 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.5 〇
355 ミズタコ 志津川湾 R3.7.5 〇
356 海水 市場 R3.7.6 〇
357 ワカナ 志津川湾 R3.7.6 〇
358 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.6 〇

備　考第 品目名 海域 測定日

放射性セシウム濃度



359 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R3.7.6 〇
360 ニチモウ銀活〆① 女川 R3.7.6 〇
361 ニチモウ銀活〆② 女川 R3.7.6 〇
362 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.7 〇
363 ニチモウ銀野〆 女川 R3.7.7 〇
364 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.7 〇
365 水道水 市場 R3.7.7 〇
366 シライトマキバイ 三陸南部沖 R3.7.7 〇
367 ニチモウ銀活〆① 女川 R3.7.8 〇
368 ニチモウ銀活〆② 女川 R3.7.8 〇
369 太協ギン野〆(剛） 志津川湾 R3.7.8 〇
370 ニチモウ銀野〆 女川 R3.7.8 〇
371 カワガレイ 志津川湾 R3.7.8 〇
372 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.8 〇
373 太協ギン野〆(中の森） 志津川湾 R3.7.9 〇
374 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.9 〇
375 カナガシラ 志津川湾 R3.7.9 〇
376 ワカナ 志津川湾 R3.7.9 〇
377 マフグ 志津川湾 R3.7.9 〇
378 ヤナギタコ 三陸沖南部 R3.7.9 〇
379 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.10 〇
380 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R3.7.10 〇
381 ニチモウ銀活〆 雄勝 R3.7.12 〇
382 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R3.7.12 〇
383 ワカナ 志津川湾 R3.7.12 〇
384 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.12 〇
385 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.13 〇
386 ニチモウ銀野〆① 女川 R3.7.13 〇
387 ニチモウ銀野〆② 女川 R3.7.13 〇
388 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R3.7.13 〇
389 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.14 〇
390 海水 市場 R3.7.14 〇
391 ニチモウ銀野〆① 女川 R3.7.15 〇
392 ニチモウ銀野〆② 女川 R3.7.15 〇
393 ニチモウ銀活〆 女川 R3.7.15 〇
394 ワカナ 志津川湾 R3.7.15 〇
395 水道水 市場 R3.7.15 〇
396 マツブ 三陸南部沖 R3.7.16 〇
397 生ホヤ 志津川湾 R3.7.16 〇



398 ニチモウ銀野〆 女川 R3.7.16 〇
399 マサバ 志津川湾 R3.7.17 〇
400 ニチモウ銀野〆① 女川 R3.7.19 〇
401 ニチモウ銀野〆② 女川 R3.7.19 〇
402 ニチモウ銀野〆③ 女川 R3.7.19 〇
403 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.19 〇
404 ショウサイフグ 志津川湾 R3.7.19 〇
405 ニチモウ銀野〆① 雄勝 R3.7.20 〇
406 ニチモウ銀野〆② 雄勝 R3.7.20 〇
407 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.20 〇
408 マツブ 三陸南部沖 R3.7.20 〇
409 海水 市場 R3.7.20 〇
410 ニチモウ銀野〆① 女川 R3.7.21 〇
411 ニチモウ銀野〆② 女川 R3.7.21 〇
412 水道水 市場 R3.7.21 〇
413 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.22 〇
414 シライトマキバイ 三陸南部沖 R3.7.22 〇
415 ニチモウ銀野〆 雄勝 R3.7.22 〇
416 ワカナ 志津川湾 R3.7.23 〇
417 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.23 〇
418 マツブ 志津川湾 R3.7.23 〇
419 ニチモウ銀野〆① 女川 R3.7.24 〇
420 ニチモウ銀野〆② 女川 R3.7.24 〇
421 ゴマサバ 志津川湾 R3.7.26 〇
422 海水 市場 R3.7.26 〇
423 水道水 市場 R3.7.29 〇
424 マツブ 三陸南部沖 R3.7.30 〇
425 シライトマキバイ 三陸南部沖 R3.7.30 〇


