
精密検査
実施の

目安未満

精密検査
実施の

目安以上

161 海水 市場 H27.07.01 ○

162 水道水 市場 H27.07.01 ○

163 伊達のぎん活〆 志津川湾 H27.07.01 ○

164 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.01 ○

165 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.01 ○

166 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.02 ○

167 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.02 ○

168 太協ギン野〆 志津川湾 H27.07.02 ○

169 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.03 ○

170 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.03 ○

171 太協ギン野〆（中の森） 志津川湾 H27.07.03 ○

172 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.06 ○

173 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.06 ○

174 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.06 ○

175 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.07 ○

176 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.07 ○

177 海水 市場 H27.07.08 ○

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27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
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178 水道水 市場 H27.07.08 ○

179 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.08 ○

180 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.08 ○

181 太協ギン野〆（中の森） 志津川湾 H27.07.08 ○

182 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.09 ○

183 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.09 ○

184 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.09 ○

185 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.10 ○

186 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.10 ○

187 太協ギン野〆（中の森） 志津川湾 H27.07.10 ○

188 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.13 ○

189 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.13 ○

190 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.14 ○

191 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.14 ○

192 太協ギン野〆（中の森） 志津川湾 H27.07.14 ○

193 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.15 ○

194 海水 市場 H27.07.15 ○

195 水道水 市場 H27.07.15 ○

196 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.16 ○

197 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.16 ○

198 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.16 ○

199 太協ギン野〆（中ノ森） 志津川湾 H27.07.17 ○

200 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.17 ○

201 日清丸紅野〆 宮城県雄勝町 H27.07.21 ○

202 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.21 ○

203 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.21 ○

204 海水 市場 H27.07.22 ○

205 水道水 市場 H27.07.22 ○



206 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.22 ○

207 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.22 ○

208 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.22 ○

209 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.22 ○

210 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.23 ○

211 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.23 ○

212 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.23 ○

213 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.23 ○

214 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.24 ○

215 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.24 ○

216 太協ギン野〆（ヨシジ） 志津川湾 H27.07.24 ○

217 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.24 ○

218 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.27 ○

219 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.27 ○

220 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.27 ○

221 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.27 ○

222 ニチモウ銀活〆 宮城県女川町 H27.07.28 ○

223 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.28 ○

224 日清丸紅野〆 宮城県女川町 H27.07.28 ○

225 海水 市場 H27.07.29 ○

226 水道水 市場 H27.07.29 ○

227 ニチモウ銀活〆 宮城県雄勝町 H27.07.29 ○

228 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.29 ○

229 ニチモウ銀野〆 宮城県女川町 H27.07.30 ○

230 ニチモウ銀野〆 宮城県雄勝町 H27.07.30 ○


