
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８８８９９９報報報）））

平 成 ２４ 年 １２月 ２７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１２月１９日～１２月２５日 

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

(株)総合水研究所，東北緑化環境保全(株)，(一財)九州環境管理協会， 

(財) 日本食品分析ｾﾝﾀｰ，(独)水産総合研究ｾﾝﾀｰ中央水産研究所，(財)日本分析ｾﾝﾀｰ 

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１２月３日～１２月２１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 
アイナメ 女川湾沖 １．５ スケトウダラ 宮城県沖 不検出 

ｴｿﾞｲｿｱｲﾅﾒ 宮城県沖 不検出 スケトウダラ 宮城県沖 ５ 

スケトウダラ 宮城県沖 不検出 スケトウダラ 宮城県沖 ２．３ 

スケトウダラ 宮城県沖 不検出 スズキ 金華山～江の島沖 ９．３ 

スケトウダラ 宮城県沖 １．７ ヒラメ 大須沖 ０．８２ 

ヒラメ 江の島沖 不検出 ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

マサバ 三陸南部沖 ０．４ ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

マサバ 三陸南部沖 不検出 ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 １０ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 １８ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 ８．５ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 不検出 ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 １８ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

マダラ 宮城県沖 １４ ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

マダラ(幼魚) 宮城県沖 不検出 ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

イシガレイ 亘理荒浜沖 ５８ ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

イシガレイ 亘理荒浜沖 ４０ ホタテガイ 女川湾・牡鹿半島東部 不検出 

イシガレイ 亘理荒浜沖 ６９ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

イシガレイ 亘理荒浜沖 ２９ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

イシガレイ 亘理荒浜沖 ２３ ホタテガイ 雄勝湾 不検出 

カナガシラ 宮城県沖 ９．９ マサバ 三陸南部沖 不検出 

キアンコウ 宮城県沖 １．１ マダラ 宮城県沖 １１ 

スケトウダラ 宮城県沖 ２．４ マダラ 宮城県沖 １９ 

ババガレイ 宮城県沖 １．４ マダラ 宮城県沖 １２ 

ヒラメ 宮城県沖 ７ マダラ 宮城県沖 ５．７ 

マガレイ 亘理荒浜沖 １９ マダラ 宮城県沖 不検出 

マガレイ 亘理荒浜沖 １４ マダラ 宮城県沖 ５．１ 

マガレイ 亘理荒浜沖 １３ ﾏﾀﾞﾗ加工品(幼魚) 宮城県沖 ９．１ 

マガレイ 亘理荒浜沖 １３ ﾏﾀﾞﾗ加工品(幼魚) 宮城県沖 ５ 

マコガレイ 亘理荒浜沖 ２５ ミズダコ 宮城県沖 不検出 

マコガレイ 亘理荒浜沖 ２２ ヤナギダコ 宮城県沖 不検出 

マコガレイ 亘理荒浜沖 １３ ヤリイカ 三陸南部沖 不検出 

マコガレイ 亘理荒浜沖 １８ アイナメ 吉田浜沖 ５．２ 

マダラ 宮城県沖 ５．５ アイナメ 菖蒲田浜沖 ７．１ 

マダラ 宮城県沖 ２２ アイナメ 花渕浜沖 ６．９ 



○アイナメ水揚自粛海域の一部解除 

１２月２１日（金），放射性セシウムの基準値を超える水産物を流通させないために１１月３０日か

ら水揚自粛していた「仙台湾北中部海域のアイナメ」について，自粛が解除されました。 

なお，５月１７日から自粛の「仙台湾南部海域のアイナメ」については自粛が継続されております。 

２ 管内の復興に向けた動き 

＜水産漁港部からのお知らせ＞ 

○漁船登録状況 

当管内の漁船新規登録（県内譲受，相続を含まず）状況は以下のとおりです。 

・平成２３年度         ２３１件（うち共同利用漁船 ６２件） 

・平成２４年度（１１月末現在） ２７１件（うち共同利用漁船１４８件） 

・１１月末現在の漁船登録数は１，９１３隻となり，被災前２，８７５隻の６７％に達しています。 

○ノリの入札状況 

・１２月２５日（火），第５回のノリ入札会の結果は以下のとおり。 

数量：21,866 千枚（前年同期の２４０％），金額：198,536 千円（前年同期の１８２％） 

平均落札価格：9.08 円／枚（前年同期の７６％），最高値：七ヶ浜支所松ヶ浜・湊浜産 12.34 円／枚 

・累計結果は以下のとおり。 

数量：67,765 千枚（前年同期までの２９０％），金額：683,880 千円（前年同期までの２３０％） 

累積平均単価：10.09 円／枚（前年同期までの７９％） 

○サケ採捕・採卵状況 

管内の１２月上旬までのシロサケ水揚げ状況は，魚市場 

合計で数量２７５ｔ（対前年比１０２％），金額で 

102,325 千円（対前年比１０１％）となっています。 

１２月上旬までの河川でのシロサケ採捕尾数は，31,121 

尾（対前年比９２％），採卵数は 8,376 千粒（対前年比 

９１％）であり，採卵はほぼ終了しています。 

○年明けの主な行事予定 

 年明けの管内水産関係行事は以下のとおりです。      白石川漁協の孵化場（12/13） 

 １月 ４日（金），塩竈市魚市場初売     １月 ５日（土），塩釜水産物仲卸市場初売 

１月 ８日（火），乾海苔品評会審査会    １月１１日（金），第６５回奉献乾海苔品評会 

１月１５日（火），第６回乾海苔入札会 

★ 今年最後のニュースとなります。来年はさらに復興が進むことを祈念します。 

皆様よいお年をお迎えください。 

マダラ 宮城県沖 不検出 アイナメ 花渕浜沖 ４．５ 

マダラ 宮城県沖 不検出 イシガレイ 亘理荒浜沖 ５７ 

マダラ 宮城県沖 ４０ キアンコウ 亘理荒浜沖 ８．７ 

マダラ 宮城県沖 １９ ヒラメ 仙台湾 ８．６ 

マダラ 宮城県沖 ４２ ヒラメ 菖蒲田浜沖 １０ 

マダラ 宮城県沖 ４１ ヒラメ 花渕浜沖 ８．６ 

シュモクザメ 岩手県沖 ０．７１ マガレイ 亘理荒浜沖 １３ 

ネズミザメ 日本太平洋沖合北部 ７．３ マコガレイ 亘理荒浜沖 １６ 

メカジキ 日本太平洋沖合北部 ０．７６ マダラ 仙台湾 ３９ 

ヨシキリザメ 日本太平洋沖合北部 不検出 マダラ 宮城県沖 １６ 

ｴｿﾞｲｿｱｲﾅﾒ 女川湾沖 ０．６８ ※ 放射性物質値は漁獲日における値を示す。 


