
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

217 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.1 〇
218 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.1 〇
219 ゴマサバ 志津川湾 R4.6.1 〇
220 ドンコ 志津川湾 R4.6.1 〇
221 ニジマス 志津川湾 R4.6.1 〇
222 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.2 〇
223 ニチモウ銀野〆 女川 R4.6.2 〇
224 太協ギン野〆（剛） 志津川湾 R4.6.2 〇
225 スケソウダラ 志津川湾 R4.6.2 〇
226 ドンコ 志津川湾 R4.6.2 〇
227 ヤナギカレイ 志津川湾 R4.6.2 〇
228 アイナメ 志津川湾 R4.6.3 〇
229 赤ガレイ 志津川湾 R4.6.3 〇
230 水道水 志津川湾 R4.6.3 〇
231 海水 志津川湾 R4.6.3 〇
232 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.7 〇
233 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.7 〇
234 海水 市場 R4.6.7 〇
235 カナガシラ 志津川湾 R4.6.9 〇
236 メバル 志津川湾 R4.6.9 〇
237 マイワシ 志津川湾 R4.6.9 〇
238 スケソウダラ 志津川湾 R4.6.9 〇
239 ゴマサバ 志津川湾 R4.6.9 〇
240 アジ 志津川湾 R4.6.9 〇
241 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.9 〇

備　考第 品目名 海域 測定日

放射性セシウム濃度



242 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.6.9 〇
243 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.6.10 〇
244 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.6.10 〇
245 太協ギン野〆 志津川湾 R4.6.10 〇
246 スケソウダラ 志津川湾 R4.6.10 〇
247 カナガシラ 志津川湾 R4.6.10 〇
248 メバル 志津川湾 R4.6.10 〇
249 ヤナギガレイ 志津川湾 R4.6.10 〇
250 ソウハチガレイ 志津川湾 R4.6.10 〇
251 ドンコ 志津川湾 R4.6.10 〇
252 ゴマフグ 志津川湾 R4.6.10 〇
253 ニチモウ銀野〆 雄勝 R4.6.11 〇
254 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.11 〇
255 ゴマサバ 志津川湾 R4.6.11 〇
256 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.6.13 〇
257 ニチモウ銀野〆② 女川 R4.6.13 〇
258 ゴマサバ 志津川湾 R4.6.13 〇
259 タナゴ 志津川湾 R4.6.13 〇
260 マイワシ 志津川湾 R4.6.13 〇
261 アイナメ 志津川湾 R4.6.13 〇
262 マスイ 志津川湾 R4.6.13 〇
263 メバル 志津川湾 R4.6.13 〇
264 太協ギン野〆_剛 志津川湾 R4.6.13 〇
265 ドンコ 志津川湾 R4.6.13 〇
266 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.14 〇
267 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.14 〇
268 ニチモウ銀野〆 女川 R4.6.14 〇
269 マコガレイ 志津川湾 R4.6.14 〇
270 サバフグ 志津川湾 R4.6.14 〇
271 ワカナ 志津川湾 R4.6.14 〇
272 太協ギン野〆_中の森 志津川湾 R4.6.14 〇
273 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.16 〇
274 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.16 〇
275 トラウト 志津川湾 R4.6.16 〇
276 マサバ 志津川湾 R4.6.16 〇
277 ムシガレイ 志津川湾 R4.6.16 〇
278 ソウハチガレイ 志津川湾 R4.6.16 〇
279 ワカナ 志津川湾 R4.6.16 〇
280 ドンコ 志津川湾 R4.6.16 〇



281 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.6.17 〇
282 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.6.17 〇
283 太協ギン野〆_剛 志津川湾 R4.6.17 〇
284 ヒラメ 志津川湾 R4.6.17 〇
285 ソウハチガレイ 志津川湾 R4.6.17 〇
286 海水 市場 R4.6.17 〇
287 ニチモウ銀活〆① 雄勝 R4.6.18 〇
288 ニチモウ銀活〆② 雄勝 R4.6.18 〇
289 太協ギン野〆_中の森 志津川湾 R4.6.18 〇
290 水道水 市場 R4.6.18 〇
291 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.20 〇
292 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.20 〇
293 太協ギン野〆 志津川湾 R4.6.20 〇
294 イシガレイ 志津川湾 R4.6.20 〇
295 マサバ 志津川湾 R4.6.20 〇
296 マスイ 志津川湾 R4.6.20 〇
297 メバル 志津川湾 R4.6.20 〇
298 ドンコ 志津川湾 R4.6.20 〇
299 ボラ 志津川湾 R4.6.20 〇
300 ナメタガレイ 志津川湾 R4.6.20 〇
301 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.21 〇
302 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.21 〇
303 太協ギン野〆_中の森 志津川湾 R4.6.21 〇
304 マイワシ 志津川湾 R4.6.21 〇
305 マスイ 志津川湾 R4.6.21 〇
306 ナメタガレイ 志津川湾 R4.6.21 〇
307 ドンコ 志津川湾 R4.6.21 〇
308 カワガレイ 志津川湾 R4.6.21 〇
309 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.23 〇
310 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.23 〇
311 ナメタガレイ 志津川湾 R4.6.23 〇
312 マサバ 志津川湾 R4.6.23 〇
313 ダツ 志津川湾 R4.6.23 〇
314 アイナメ 志津川湾 R4.6.23 〇
315 ドンコ 志津川湾 R4.6.23 〇
316 マスイ 志津川湾 R4.6.23 〇
317 カワガレイ 志津川湾 R4.6.23 〇
318 ニチモウ銀活〆① 女川 R4.6.24 〇
319 ニチモウ銀活〆② 女川 R4.6.24 〇



320 太協ギン野〆_剛 志津川湾 R4.6.24 〇
321 アイナメ 志津川湾 R4.6.24 〇
322 ムシガレイ 志津川湾 R4.6.24 〇
323 マサバ 志津川湾 R4.6.24 〇
324 メバル 志津川湾 R4.6.24 〇
325 アカガレイ 志津川湾 R4.6.24 〇
326 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.25 〇
327 ニチモウ銀野〆 女川 R4.6.25 〇
328 太協ギン野〆_中の森 志津川湾 R4.6.25 〇
329 ヒラメ 志津川湾 R4.6.25 〇
330 カワガレイ 志津川湾 R4.6.25 〇
331 マコガレイ 志津川湾 R4.6.25 〇
332 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.27 〇
333 太協ギン野〆_剛 志津川湾 R4.6.27 〇
334 ヒラメ 志津川湾 R4.6.27 〇
335 ムシガレイ 志津川湾 R4.6.27 〇
336 アカガレイ 志津川湾 R4.6.27 〇
337 メバル 志津川湾 R4.6.27 〇
338 ワカナ 志津川湾 R4.6.27 〇
339 ドンコ 志津川湾 R4.6.28 〇
340 カワガレイ 志津川湾 R4.6.28 〇
341 カナガシラ 志津川湾 R4.6.28 〇
342 ワカナ 志津川湾 R4.6.28 〇
343 コノシロ 志津川湾 R4.6.28 〇
344 ソイ 志津川湾 R4.6.28 〇
345 マサバ 志津川湾 R4.6.28 〇
346 太協ギン野〆_中の森 志津川湾 R4.6.28 〇
347 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.28 〇
348 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.28 〇
349 ニチモウ銀活〆 女川 R4.6.30 〇
350 ニチモウ銀活〆 雄勝 R4.6.30 〇
351 マイワシ 志津川湾 R4.6.30 〇
352 ワカナ 志津川湾 R4.6.30 〇
353 ソイ 志津川湾 R4.6.30 〇
354 カワガレイ 志津川湾 R4.6.30 〇
355 海水 市場 R4.6.30 〇
356 ドンコ 志津川湾 R4.6.30 〇
357 小アジ 志津川湾 R4.6.30 〇


