
令和4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
98 海水 市場 R4.5.2 〇
99 水道水 市場 R4.5.2 〇
100 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.6 〇
101 ニチモウ銀活〆② 雄勝 R4.5.6 〇
102 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.6 〇
103 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.6 〇
104 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.7 〇
105 ニチモウ銀活〆 ① 女川 R4.5.7 〇
106 ニチモウ銀活〆② 雄勝 R4.5.7 〇
107 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.7 〇
108 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.7 〇
109 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.9 〇
110 ニチモウ銀活〆① 雄勝 R4.5.9 〇
111 ニチモウ銀活〆② 雄勝 R4.5.9 〇
112 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.9 〇
113 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.9 〇
114 トラウト 志津川湾 R4.5.9 〇
115 ウグイ 志津川湾 R4.5.9 〇
116 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.10 〇
117 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.10 〇
118 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R4.5.10 〇
119 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.10 〇
120 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.10 〇
121 ドンコ 志津川湾 R4.5.10 〇
122 ミギガレイ 志津川湾 R4.5.10 〇
123 海水 市場 R4.5.11 〇
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124 水道水 市場 R4.5.11 〇
125 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.12 〇
126 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.12 〇
127 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.12 〇
128 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.12 〇
129 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.12 〇
130 生ホヤ 志津川湾 R4.5.12 〇
131 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.5.13 〇
132 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.13 〇
133 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.13 〇
134 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R4.5.13 〇
135 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.13 〇
136 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.14 〇
137 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.14 〇
138 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.14 〇
139 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.14 〇
140 カワガレイ 志津川湾 R4.5.14 〇
141 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.16 〇
142 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.5.16 〇
143 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.16 〇
144 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.16 〇
145 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.16 〇
146 マイワシ 志津川湾 R4.5.16 〇
147 ゴマサバ 志津川湾 R4.5.16 〇
148 ヒラメ 志津川湾 R4.5.16 〇
149 カワハギ 志津川湾 R4.5.16 〇
150 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.16 〇
151 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.17 〇
152 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.17 〇
153 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R4.5.17 〇
154 伊達のぎん① 南三陸町戸倉 R4.5.17 〇
155 伊達のぎん② 南三陸町戸倉 R4.5.17 〇
156 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.17 〇
157 ダツ 志津川湾 R4.5.17 〇
158 ドンコ 志津川湾 R4.5.17 〇
159 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.19 〇
160 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.19 〇
161 伊達のぎん 南三陸町戸倉 R4.5.19 〇
162 ゴマサバ 志津川湾 R4.5.19 〇



163 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.19 〇
164 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.20 〇
165 伊達のぎん 南三陸町戸倉 R4.5.20 〇
166 海水 市場 R4.5.21 〇
167 水道水 市場 R4.5.21 〇
168 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.5.23 〇
169 ニチモウ銀野〆 女川 R4.5.23 〇
170 マイワシ 志津川湾 R4.5.23 〇
171 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.23 〇
172 マイワシ 志津川湾 R4.5.24 〇
173 ゴマサバ 志津川湾 R4.5.24 〇
174 マコガレイ 志津川湾 R4.5.24 〇
175 メバル 志津川湾 R4.5.24 〇
176 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.24 〇
177 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.24 〇
178 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.5.26 〇
179 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.5.26 〇
180 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.5.26 〇
181 ヒラメ 志津川湾 R4.5.26 〇
182 ドンコ 志津川湾 R4.5.26 〇
183 メバル① 志津川湾 R4.5.27 〇
184 ソイ 志津川湾 R4.5.27 〇
185 マコガレイ 志津川湾 R4.5.27 〇
186 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.27 〇
187 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.5.27 〇
188 太協ギン野〆剛 志津川湾 R4.5.27 〇
189 メバル② 志津川湾 R4.5.27 〇
190 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.27 〇
191 ドンコ 志津川湾 R4.5.27 〇
192 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.28 〇
193 ニチモウ銀野〆① 雄勝 R4.5.28 〇
194 ニチモウ銀野〆② 雄勝 R4.5.28 〇
195 太協ギン野〆 志津川湾 R4.5.28 〇
196 海水 市場 R4.5.28 〇
197 水道水 市場 R4.5.28 〇
198 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.30 〇
199 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.5.30 〇
200 マイワシ 志津川湾 R4.5.30 〇
201 太協ギン野〆(剛) 志津川湾 R4.5.30 〇



202 スケソウダラ 志津川湾 R4.5.30 〇
203 ゴマサバ 志津川湾 R4.5.30 〇
204 メバル 志津川湾 R4.5.30 〇
205 ソウハチガレイ 志津川湾 R4.5.30 〇
206 アカガレイ 志津川湾 R4.5.30 〇
207 ドンコ 志津川湾 R4.5.30 〇
208 ニチモウ銀活〆 女川 R4.5.31 〇
209 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.5.31 〇
210 太協ギン野〆(中の森) 志津川湾 R4.5.31 〇
211 マイワシ 志津川湾 R4.5.31 〇
212 ゴマサバ 志津川湾 R4.5.31 〇
213 アイナメ 志津川湾 R4.5.31 〇
214 ドンコ 志津川湾 R4.5.31 〇
215 メバル 志津川湾 R4.5.31 〇
216 カワガレイ 志津川湾 R4.5.31 〇


