
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

541 マサバ 志津川湾 R3.10.4 〇
542 カナガシラ 志津川湾 R3.10.4 〇
543 メダイ 志津川湾 R3.10.4 〇
544 ワカナ 志津川湾 R3.10.5 〇
545 水道水 市場 R3.10.5 〇
546 マサバ 志津川湾 R3.10.6 〇
547 イシモチ 志津川湾 R3.10.6 〇
548 カンパチ 志津川湾 R3.10.6 〇
549 海水 市場 R3.10.6 〇
550 カンパチ 志津川湾 R3.10.7 〇
551 マサバ 志津川湾 R3.10.7 〇
552 シイラ 志津川湾 R3.10.7 〇
553 ワカナ 志津川湾 R3.10.7 〇
554 カンパチ 志津川湾 R3.10.8 〇
555 サバフグ 志津川湾 R3.10.8 〇
556 イシダイ 志津川湾 R3.10.8 〇
557 マサバ 志津川湾 R3.10.8 〇
558 シイラ 志津川湾 R3.10.8 〇
559 ワカナ 志津川湾 R3.10.9 〇
560 フクライ 志津川湾 R3.10.9 〇
561 サバフグ 志津川湾 R3.10.9 〇
562 ゴマフグ 志津川湾 R3.10.11 〇
563 イナダ 志津川湾 R3.10.11 〇
564 フクライ 志津川湾 R3.10.11 〇
565 シイラ 志津川湾 R3.10.11 〇

備　考第 品目名 海域 測定日

放射性セシウム濃度



566 水道水 市場 R3.10.11 〇
567 シイラ 志津川湾 R3.10.12 〇
568 マサバ 志津川湾 R3.10.12 〇
569 ダツ 志津川湾 R3.10.12 〇
570 海水 市場 R3.10.12 〇
571 カマス 志津川湾 R3.10.15 〇
572 シイラ 志津川湾 R3.10.15 〇
573 フクライ 志津川湾 R3.10.15 〇
574 カンパチ 志津川湾 R3.10.15 〇
575 ワカナ 志津川湾 R3.10.15 〇
576 シイラ 志津川湾 R3.10.16 〇
577 イシモチ 志津川湾 R3.10.16 〇
578 ワカナ 志津川湾 R3.10.16 〇
579 小アジ 志津川湾 R3.10.16 〇
580 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.18 〇
581 マサバ 志津川湾 R3.10.18 〇
582 ワカナ 志津川湾 R3.10.18 〇
583 イナダ 志津川湾 R3.10.18 〇
584 カンパチ 志津川湾 R3.10.18 〇
585 フクライ 志津川湾 R3.10.18 〇
586 アジ 志津川湾 R3.10.18 〇
587 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.19 〇
588 イナダ 志津川湾 R3.10.19 〇
589 ワカナ 志津川湾 R3.10.19 〇
590 コノシロ 志津川湾 R3.10.19 〇
591 シイラ 志津川湾 R3.10.20 〇
592 フクライ 志津川湾 R3.10.20 〇
593 メアジ 志津川湾 R3.10.20 〇
594 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.20 〇
595 コノシロ 志津川湾 R3.10.20 〇
596 水道水 市場 R3.10.20 〇
597 サバフグ 志津川湾 R3.10.21 〇
598 ボラ 志津川湾 R3.10.21 〇
599 シイラ 志津川湾 R3.10.21 〇
600 カマス 志津川湾 R3.10.21 〇
601 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.21 〇
602 フクライ 志津川湾 R3.10.21 〇
603 ワカナ 志津川湾 R3.10.22 〇
604 ヒラメ 志津川湾 R3.10.22 〇



605 カワガレイ 志津川湾 R3.10.22 〇
606 フクライ 志津川湾 R3.10.22 〇
607 海水 市場 R3.10.22 〇
608 ワカナ 志津川湾 R3.10.23 〇
609 フクライ 志津川湾 R3.10.23 〇
610 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.25 〇
611 シイラ 志津川湾 R3.10.25 〇
612 サバフグ 志津川湾 R3.10.25 〇
613 タチウオ 志津川湾 R3.10.25 〇
614 イナダ 志津川湾 R3.10.25 〇
615 ワカナ 志津川湾 R3.10.25 〇
616 マトウダイ 志津川湾 R3.10.26 〇
617 カンパチ 志津川湾 R3.10.26 〇
618 コサバ 志津川湾 R3.10.26 〇
619 水道水 市場 R3.10.26 〇
620 ワカナ 志津川湾 R3.10.27 〇
621 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.27 〇
622 マサバ 志津川湾 R3.10.27 〇
623 イナダ 志津川湾 R3.10.27 〇
624 フクライ 志津川湾 R3.10.27 〇
625 メバル 志津川湾 R3.10.27 〇
626 カンパチ 志津川湾 R3.10.27 〇
627 シロサケ 志津川湾 R3.10.28 〇
628 マサバ 志津川湾 R3.10.28 〇
629 カワガレイ 志津川湾 R3.10.28 〇
630 フクライ 志津川湾 R3.10.28 〇
631 イナダ 志津川湾 R3.10.28 〇
632 カナガシラ 志津川湾 R3.10.28 〇
633 ワカナ 志津川湾 R3.10.29 〇
634 アイナメ 志津川湾 R3.10.29 〇
635 海水 市場 R3.10.29 〇
636 アジ 志津川湾 R3.10.29 〇
637 ワカナ 志津川湾 R3.10.30 〇
638 ゴマサバ 志津川湾 R3.10.30 〇


