
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

691 水道水 市場 R3.11.29 〇
692 ワカナ 志津川湾 R3.11.29 〇
693 アジ 志津川湾 R3.11.29 〇
694 海水 市場 R3.11.29 〇
695 ワカナ 志津川湾 R3.11.30 〇
696 イシモチ 志津川湾 R3.11.30 〇
697 マサバ 志津川湾 R3.11.30 〇
698 海水 市場 R3.12.1 〇
699 ドンコ 志津川湾 R3.12.1 〇
700 水道水 市場 R3.12.2 〇
701 イシガレイ 志津川湾 R3.12.3 〇
702 マイワシ 志津川湾 R3.12.3 〇
703 カナガシラ 志津川湾 R3.12.3 〇
704 メバル 志津川湾 R3.12.3 〇
705 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.3 〇
706 ワカナ 志津川湾 R3.12.6 〇
707 ドンコ 志津川湾 R3.12.6 〇
708 イシモチ 志津川湾 R3.12.6 〇
709 カナガシラ 志津川湾 R3.12.6 〇
710 クロソイ 志津川湾 R3.12.6 〇
711 クロアナゴ 志津川湾 R3.12.6 〇
712 海水 市場 R3.12.7 〇
713 水道水 市場 R3.12.7 〇
714 カワガレイ 志津川湾 R3.12.9 〇
715 タナゴ 志津川湾 R3.12.10 〇
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716 チダイ 志津川湾 R3.12.10 〇
717 カマス 志津川湾 R3.12.10 〇
718 小アジ 志津川湾 R3.12.10 〇
719 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.11 〇
720 マサバ 志津川湾 R3.12.11 〇
721 カワガレイ 志津川湾 R3.12.11 〇
722 海水 市場 R3.12.13 〇
723 水道水 市場 R3.12.13 〇
724 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.14 〇
725 ワカナ 志津川湾 R3.12.14 〇
726 小アジ 志津川湾 R3.12.14 〇
727 カワガレイ 志津川湾 R3.12.14 〇
728 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.15 〇
729 ワカナ 志津川湾 R3.12.16 〇
730 メバル 志津川湾 R3.12.16 〇
731 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.17 〇
732 ソイ 志津川湾 R3.12.17 〇
733 マイワシ 志津川湾 R3.12.17 〇
734 ドンコ 志津川湾 R3.12.17 〇
735 マイワシ 志津川湾 R3.12.20 〇
736 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.20 〇
737 ワカナ 志津川湾 R3.12.20 〇
738 クロソイ 志津川湾 R3.12.20 〇
739 クサウオ 志津川湾 R3.12.20 〇
740 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.21 〇
741 マイワシ 志津川湾 R3.12.21 〇
742 カガミダイ 志津川湾 R3.12.21 〇
743 ソイ 志津川湾 R3.12.23 〇
744 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.23 〇
745 ワカナ 志津川湾 R3.12.23 〇
746 スケソウダラ 志津川湾 R3.12.23 〇
747 マイワシ 志津川湾 R3.12.23 〇
748 海水 市場 R3.12.24 〇
749 水道水 市場 R3.12.24 〇
750 クサウオ 志津川湾 R3.12.25 〇
751 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.25 〇
752 ゴマサバ 志津川湾 R3.12.27 〇
753 マイワシ 志津川湾 R3.12.27 〇
754 海水 市場 R3.12.28 〇
755 水道水 市場 R3.12.28 〇


