
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

879 ヒガンフグ 志津川湾 R5.1.5 〇
880 タナゴ 志津川湾 R5.1.5 〇
881 イシガレイ 志津川湾 R5.1.5 〇
882 ゴマサバ 志津川湾 R5.1.5 〇
883 クロソイ 志津川湾 R5.1.5 〇
884 ワカナ 志津川湾 R5.1.5 〇
885 マイワシ 志津川湾 R5.1.5 〇
886 生ワカメ 志津川湾 R5.1.5 〇
887 海水 市場 R5.1.6 〇
888 水道水 市場 R5.1.7 〇
889 スケソウダラ 志津川湾 R5.1.10 〇
890 カナガシラ 志津川湾 R5.1.10 〇
891 ソイ 志津川湾 R5.1.10 〇
892 ヒラメ 志津川湾 R5.1.11 〇
893 マサバ 志津川湾 R5.1.11 〇
894 ゴマサバ 志津川湾 R5.1.11 〇
895 カナガシラ 志津川湾 R5.1.11 〇
896 マイワシ 志津川湾 R5.1.11 〇
897 スケソウダラ 志津川湾 R5.1.11 〇
898 水道水 市場 R5.1.12 〇
899 ムギサバ 志津川湾 R5.1.13 〇
900 マイワシ 志津川湾 R5.1.13 〇
901 マダラ 三陸南部沖 R5.1.13 〇
902 マダラ卵巣 三陸南部沖 R5.1.13 〇
903 タナゴ 志津川湾 R5.1.14 〇
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904 クロソイ 志津川湾 R5.1.14 〇
905 マダラ 志津川湾 R5.1.14 〇
906 スケソウダラ 志津川湾 R5.1.16 〇
907 ゴマサバ 志津川湾 R5.1.16 〇
908 カガミダイ 志津川湾 R5.1.16 〇
909 ハダガレイ 志津川湾 R5.1.16 〇
910 ヤリイカ 志津川湾 R5.1.16 〇
911 マトウダイ 志津川湾 R5.1.16 〇
912 カワガレイ 志津川湾 R5.1.16 〇
913 海水 市場 R5.1.17 〇
914 マダラ 志津川湾 R5.1.19 〇
915 マダラ精巣 志津川湾 R5.1.19 〇
916 イシガレイ 志津川湾 R5.1.19 〇
917 ヤリイカ 志津川湾 R5.1.19 〇
918 ムギサバ 志津川湾 R5.1.19 〇
919 カワガレイ 志津川湾 R5.1.20 〇
920 メバル 志津川湾 R5.1.20 〇
921 水道水 市場 R5.1.20 〇
922 生ワカメ 志津川湾 R5.1.21 〇
923 マサバ 志津川湾 R5.1.21 〇
924 マトウダイ 志津川湾 R5.1.21 〇
925 ニシン 三陸南部沖 R5.1.21 〇
926 スケソウダラ 志津川湾 R5.1.23 〇
927 ムギサバ 志津川湾 R5.1.23 〇
928 ヤナギタコ 志津川湾 R5.1.23 〇
929 タナゴ 志津川湾 R5.1.23 〇
930 水道水 市場 R5.1.24 〇
931 マサバ 志津川湾 R5.1.25 〇
932 マダラ 志津川湾 R5.1.25 〇
933 イシモチ 志津川湾 R5.1.25 〇
934 海水 市場 R5.1.26 〇
935 マサバ 志津川湾 R5.1.27 〇
936 ワカナ 志津川湾 R5.1.27 〇
937 カワガレイ 志津川湾 R5.1.30 〇
938 イシモチ 志津川湾 R5.1.30 〇
939 カガミダイ 志津川湾 R5.1.30 〇
940 マサバ 志津川湾 R5.1.30 〇
941 スケソウダラ 志津川湾 R5.1.30 〇
942 マサバ 志津川湾 R5.1.31 〇



943 ゴマサバ 志津川湾 R5.1.31 〇
944 ムギサバ 志津川湾 R5.1.31 〇


