
大大大震震震災災災・・・復復復興興興ニニニュュューーーススス（（（第第第５５５８８８報報報）））

平 成 ２４ 年５ 月 ２４ 日 
仙台地方振興事務所水産漁港部 

１ 水産業復旧・復興に向けた対応状況（国及び県全体の動き） 

○宮城県内の水産物の放射性物質測定結果について 

１ 測定年月日 平成２４年５月１６日～２１日 

２ 測定分析機関 いであ(株)，(株)総合水研究所，(財)日本分析ｾﾝﾀｰ，東北緑化環境保全(株)， 

(財)日本食品分析ｾﾝﾀｰ，(財)日本冷凍食品検査協会 

３ 測定及び対応結果 

栗原市三迫川支流新湯沢、蔵王町秋山沢川、仙台市大倉川支流湯川の天然イワナで基準値を超え

る放射性セシウムが検出されました。三迫川と秋山沢川については５月１７日付けで県から採捕自

粛が要請されており、大倉川については５月１４日付けで国による出荷制限指示済みです。 

また，丸森町内川の天然ヤマメ・岩沼市二の倉沖のスズキ・ヒガンフグで基準値を超える放射性

セシウムが検出されましたが，４月１２日～５月８日付けで国による出荷制限指示済みです。 

さらに，気仙沼市大川のウグイで基準値を超える放射性セシウムが検出されました。これについ

ては，５月１８日付けで国から採捕自粛が指示されていますが，既に５月１７日付けで県から採捕

自粛が要請されています。 

●水産物（漁獲日 平成２４年５月７日～５月１７日）           (単位:ベクレル／ｋｇ)                                   

種  別 漁獲場所 放射性 
ｾｼｳﾑ 種  別 漁獲場所 放射性 

ｾｼｳﾑ 
ウグイ 気仙沼市大川 １１０ ババガレイ 江の島沖 ０．８８ 

イワナ 栗原市三追川支流新湯沢 ５３０ アイナメ 江の島沖 ４ 

イワナ 蔵王町秋山沢川 １２０ ヒラメ 江の島沖 ３．８ 

ヤマメ 丸森町内川 １１０ ヒラメ 鮫浦湾沖 ６．５ 

ヤマメ 気仙沼市大川 ２１ マコガレイ 鮫浦湾沖 ３．２ 

ウグイ 仙台市若林区広瀬川 ５９ シロメバル 女川湾 不検出 

スズキ 金華山～江の島沖 ４７ アイナメ 女川湾 ３．８ 

ヒラメ 雄勝湾沖 １３ ヒガンフグ 谷川湾沖 ８．６ 

ヒラメ 気仙沼沖 不検出 クロソイ 尾浦沖 ２．６ 

マコガレイ 気仙沼市梶ヶ浦沖 不検出 ｷﾞﾝｻﾞｹ(養殖) 雄勝湾 不検出 

ミンククジラ 三陸沖 不検出 ｷﾞﾝｻﾞｹ(養殖) 雄勝湾 不検出 

ヒラメ 雄勝沖 ８．２ ババガレイ 雄勝湾沖 ２．１ 

ヒガンフグ 谷川湾沖 ２２ ヒラメ 雄勝湾沖 ２９ 

クロソイ 谷川湾沖 不検出 アイナメ 雄勝湾沖 ３．１ 

クロソイ 女川湾沖 不検出 ｲｼｶﾜｼﾗｳｵ 塩釜市桂島地先 １．３ 

アイナメ 女川湾沖 ４．５ マゴチ 山元町沖 ５４ 

ババガレイ 女川湾沖 １．３ ガザミ 山元町沖 不検出 

マガレイ 女川湾沖 ３．４ ゲンコ 山元町沖 １６ 

ケムシカジカ 女川湾沖 不検出 シャコ 山元町沖 不検出 

スズキ 東松島市浜市沖 ４１ ヒラツメガニ 山元町沖 不検出 

ヒガンフグ 東松島市浜市沖 ２４ コモンカスベ 山元町沖 ５７ 

ヒラメ 東松島市浜市沖 ３６ マダラ 山元町沖 ５．８ 

ケガニ 江の島沖 不検出 マダラ 山元町沖 ２５ 

ヒレグロ 江の島沖 ０．６３ エゾアワビ 松ヶ浜地先 １．９ 

ババガレイ 江の島沖 １．９ ヒガンフグ 松島湾 ６５ 

ｴｿﾞｲｿｱｲﾅﾒ 江の島沖 不検出 エゾアワビ 菖蒲田浜地先 １．５ 

イワナ(養殖) 大崎市鳴子温泉鬼首 不検出 ババガレイ 仙台湾 ７．９ 

イワナ(養殖) 大崎市鳴子温泉鬼首 不検出 ミズダコ 仙台湾 不検出 



２ 管内の復興に向けた動き 

＜水産漁港部からのお知らせ＞ 

○南部地区がんばる養殖復興事業実施計画書の策定説明会を予定 

５月２５日（金）１３時３０分より，県漁協塩釜総合支所において南部地区のがんばる養殖復興事

業の実施計画書策定に向けた打合せが開催される予定です。 

＜トピックス＞ 
○桂島と浜市の乾ノリ共同加工施設地鎮祭 

５月２２日（火），塩釜市浦戸の桂島漁港の背後地において，浦戸支所所属組合員の乾ノリ共同加工施

設の地鎮祭が行われました。また，同日，東松島市の浜市漁港背後地においても，鳴瀬支所所属組合員

５名により構成された東松島漁業生産組合の乾ノリ共同加工施設の地鎮祭が行われました。 
これらの施設は平成２３年度「水産業共同利用施設復旧整備事業」の繰越事業により整備するもので，

年内の施設稼働が期待されます。 
なお，浦戸の処理施設を利用するメンバー８名は「がんばる養殖復興支援事業」への参加を検討して

います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       桂島の乾ノリ施設建設予定地           浜市の乾ノリ施設建設予定地 

イワナ(養殖) 大崎市鳴子温泉鬼首 不検出 スズキ 仙台湾 ５５ 

ギンザケ 女川湾 ０．７１ ヒガンフグ 仙台湾 ３１ 

スズキ 岩沼市二の倉沖 １５０ ヌマガレイ 仙台湾 ３２ 

ヒガンフグ 岩沼市二の倉沖 １００ マコガレイ 仙台湾 １１ 

スズキ 岩沼市二の倉沖 ８５ イシガレイ 仙台湾 １６ 

マダラ 歌津沖 ４．４ マガレイ 仙台湾 １８ 

マダラ 歌津沖 ４４ アンコウ 仙台湾 ３０ 

スズキ 気仙沼市大島沖 １９ ヒラメ 仙台湾 ３９ 

クロソイ 気仙沼市大島沖 不検出 スズキ 仙台湾 ３０ 

イトヒキダラ 気仙沼湾沖 不検出 マダラ 仙台湾 ３３ 

オニヒゲ 気仙沼湾沖 不検出 ネズミザメ 三陸南部沖 ３．６ 

マダラ 金華山～江の島沖 １７ クロマグロ 太平洋沖合 不検出 

ヒガンフグ 金華山～江の島沖 ８ メカジキ 太平洋沖合 １．２ 

スケトウダラ 金華山～江の島沖 ４．１ マカジキ 太平洋沖合 不検出 

ヒガンフグ 金華山沖 ２６ ヨシキリザメ 太平洋沖合 ０．７３ 

マダラ 金華山沖 ２６ イワナ(養殖) 加美郡加美町 不検出 

マダラ 金華山沖 １６ ヤマメ(養殖) 加美郡加美町 不検出 

ケガニ 江の島沖 不検出 アユ(天然) 旧北上川(登米市) 不検出 

マコガレイ 江の島沖 １．２ アユ(天然) 広瀬川(仙台市若林区) 不検出 

マアナゴ 江の島沖 ３．８ イワナ(天然) 大倉川支流湯川(仙台
市青葉区) １６０ 


