
精密検査
実施の

目安未満

精密検査
実施の

目安以上

071 海水 市場 H28.06.01 ○

072 水道水 市場 H28.06.01 ○

073 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.01 ○

074 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.02 ○

075 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H28.06.02 ○

076 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.06 ○

077 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.06 ○

078 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.06 ○

079 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.06 ○

080 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.07 ○

081 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.07 ○

082 海水 市場 H28.06.08 ○

083 水道水 市場 H28.06.08 ○

084 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.08 ○

085 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.08 ○

086 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.08 ○

087 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.10 ○

精密検査実施の目安：合計50Bq/kg  （基準値：合計100Bq/kg）

第 品目名 海域 測定日

放射性セシウム濃度

備考

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

平成28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：南三陸町産業振興課
TEL:0226-46-1378 FAX:0226-46-5348



088 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.10 ○

089 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.10 ○

090 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.10 ○

091 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.13 ○

092 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.13 ○

093 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.13 ○

094 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.14 ○

095 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.14 ○

096 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.14 ○

097 海水 市場 H28.06.15 ○

098 水道水 市場 H28.06.15 ○

099 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.15 ○

100 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.15 ○

101 太協ギン野〆(中ノ森） 志津川湾 H28.06.15 ○

102 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.15 ○

103 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.16 ○

104 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.16 ○

105 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.16 ○

106 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.17 ○

107 ニチモウ銀野〆 宮城県雄勝町 H28.06.17 ○

108 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.17 ○

109 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.20 ○

110 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.20 ○

111 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.20 ○

112 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.20 ○

113 アサリ 石巻中央部・万石浦 H28.06.21 ○

114 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.21 ○

115 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.21 ○



116 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.21 ○

117 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.21 ○

118 海水 市場 H28.06.22 ○

119 水道水 市場 H28.06.22 ○

120 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.22 ○

121 ニチモウ銀野〆 宮城県雄勝町 H28.06.22 ○

122 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.22 ○

123 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.23 ○

124 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.23 ○

125 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.23 ○

126 日清丸紅トラウト活〆 志津川湾 H28.06.23 ○

127 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.24 ○

128 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.24 ○

129 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.24 ○

130 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.24 ○

131 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.27 ○

132 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H28.06.27 ○

133 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.27 ○

134 日清丸紅トラウト活〆 志津川湾 H28.06.27 ○

135 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.28 ○

136 ニチモウ銀野〆 宮城県雄勝町 H28.06.28 ○

137 太協ギン野〆 志津川湾 H28.06.28 ○

138 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.28 ○

139 海水 市場 H28.06.29 ○

140 水道水 市場 H28.06.29 ○

141 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.29 ○

142 ニチモウ銀野〆 宮城県雄勝町 H28.06.29 ○

143 日清丸紅野〆 宮城県雄勝町 H28.06.29 ○



144 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H28.06.30 ○

145 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H28.06.30 ○

146 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H28.06.30 ○

147 日清丸紅トラウト活〆 志津川湾 H28.06.30 ○


