
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８８８０００報報報）））

平 成 ２４ 年 １０月 ２５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１０月１７日～１０月２３日 

２ 測定分析機関 宮城県，いであ(株)，(公財)海洋生物環境研究所，(財)日本冷凍食品検査協会， 

(財)日本分析ｾﾝﾀｰ，(株)総合水研究所，(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ中央水産研究所， 

(財) 日本食品分析ｾﾝﾀｰ，(一財)九州環境管理協会 

３ 測定及び対応結果 

         すべての検査品目で基準値を下回り，安全性に問題ないことが確認されました。 

●水産物（漁獲日 平成２４年１０月１１日～１０月２３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 
ヒラメ 金華山～江の島沖 １０ シロサケ 三陸南部沖 不検出 

マダラ 宮城県沖 ７．１ シロサケ 三陸南部沖 不検出 

ヒラメ 金華山～江の島沖 ９．１ シロサケ(卵巣) 三陸南部沖 不検出 

マダラ 宮城県沖 １１ メダイ 宮城県沖 不検出 

アイナメ 女川湾沖 １ アカガレイ 宮城県沖 ４ 

オキアジ 金華山～江の島沖 不検出 マダラ 宮城県沖 ４．５ 

ヒラメ 女川湾沖 １１ テナガダラ 宮城県沖 ２．８ 

シロサケ 三陸南部沖 不検出 ヤナギダコ 宮城県沖 不検出 

ブリ 三陸南部沖 １．６ イトヒキダラ 宮城県沖 不検出 

カナガシラ 金華山～江の島沖 １６ キチジ 宮城県沖 不検出 

チダイ 仙台湾 ６．９ マダラ 宮城県沖 １２ 

マアナゴ 仙台湾 ４．７ マダラ 宮城県沖 １１ 

ヒラメ 仙台湾 １８ マダラ 宮城県沖 １２ 

カナガシラ 仙台湾 ５．７ マダラ 宮城県沖 ６．６ 

マコガレイ 仙台湾 １５ アイナメ 岩沼沖 １３ 

ガザミ 花渕浜沖 不検出 カナガシラ 金華山沖 ５．４ 

ヒラメ 花渕浜沖 ２１ ブリ 三陸南部沖 不検出 

アオザメ 日本太平洋沖合北部 ３．５ マアジ 三陸南部沖 ２．７ 

サンマ 北海道青森県沖太平洋 不検出 カンパチ 菖蒲田浜沖 不検出 

アユ 大川(気仙沼市) ２６ アイナメ 菖蒲田浜沖 ５．５ 

シロサケ 雉子尾川(丸森町) 不検出 シロメバル 菖蒲田浜沖 １５ 

シロサケ(卵巣) 雉子尾川(丸森町) 不検出 ヒラメ 花渕浜沖 不検出 

アイナメ 女川湾(寺間)沖 ０．７ マハゼ 東宮浜沖 不検出 

ホウボウ 女川湾(寺間)沖 ４．５ マダラ 宮城県沖 １５ 

ヒラメ 金華山～江の島沖 １１ マダラ 宮城県沖 不検出 

カナガシラ 金華山～江の島沖 ８．６ マダラ 宮城県沖 １３ 

スズキ 金華山～江の島沖 ９．９ マダラ 宮城県沖 ４３ 

スズキ 気仙沼市唐桑沖 ２５ マダラ 宮城県沖 ６．９ 

スズキ 気仙沼市唐桑沖 ４５ マダラ(幼魚) 宮城県沖 不検出 

ヒラメ 気仙沼市本吉沖 不検出 ギス 宮城県沖 不検出 

スズキ 気仙沼湾 １７ ババガレイ 宮城県沖 不検出 

ブリ 三陸南部沖 不検出 ｴｿﾞｲｿｱｲﾅﾒ 宮城県沖 不検出 

スルメイカ 三陸南部沖 不検出 アイナメ 山元沖 １７ 

マカジキ 三陸南部沖 ０．５７ アイナメ 山元沖 １９ 

メカジキ 三陸南部沖 ３．６ アイナメ 亘理荒浜沖 １２ 

シロサケ 三陸南部沖 不検出 スズキ 亘理吉田浜沖 ５４ 



２ 管内の復興に向けた動き 

＜水産漁港部からのお知らせ＞ 

○荒浜漁港内に水温自動測定ブイ設置 

１０月１７日（水），県水産技術総合センターにより荒浜漁 

港内に水温自動測定ブイが設置されました。 

これにより水深１ｍの水温が毎時自動観測され，データが同 

センターに送られます。 

データはセンターＨＰで公開予定であり，今後この水温デー      荒浜の水温自動測定ブイ 

タが養殖作業等に活用されることが期待されます。 

 

○ノリ網の沖出し・冷凍入庫始まる 

 松島湾内の水温は１６～１８℃台と平年並みになり，ノリ芽 
の生長が順調なことから，１０月中旬より冷凍庫への入庫が始 
まりました。松島湾外では本養殖に向けた施設設置作業の他， 
一部張り込みも行われており，早いものでは１０ｃｍ程度まで 
伸びています。 

 今後も継続して生育状況等の調査を実施していきます。 
 
＜トピックス＞                         桂島外洋に張られたノリ網 
○ワカメ種苗の出荷始まる 

塩釜市漁協の組合員が採苗したワカメ種苗の県内各地への出 

荷が始まりました。 

１０月２２日（月）には，フリー培養されたワカメの種苗が 

牡鹿の生産者に向けて出荷されました 

「フリー培養」とは，優秀な性質を持ったワカメを個体毎に 

無菌の培地で細胞の塊のまま増やすもので，今回出荷したのは 

金華山近辺の天然ワカメのうち優良な形質を持った親から作出 

した「金華
き ん か

の誉
ほまれ

」と呼ばれるものです。 
陸上で培養後，１０月初旬に松島湾内に沖出ししたもので， 

葉長は 10～15ｍｍほどになっています。                ワカメのフリー種苗 

            

○第三回ファストフィッシュ選定商品 

 水産庁の「ファストフィッシュ」選定商品について，１０月 
１９日（金）に第３回商品が選定・公表されました。 

今回管内で選ばれたのは，(株)仙台丸福水産 の「お弁当用お 
魚 骨とりサーモンの塩こうじ漬」，(株)阿部善商店の「おいも 
ちゃん」，三波食品(株)の「さんま鼈甲

べっこう

焼」，(有)カネキチ阿部 
源食品の「あなご巻き(匠)」，(株)マルナミフーズの「骨取りさ 
わら西京漬け」のです。 
 認定商品も増えてきました。機会がありましたらご賞味くだ 
さい。                             (株)阿部善商店のおいもちゃん 


