
Ｎｏ 魚種名 漁獲水域又は水揚港
総水銀
（ppm）

ﾒﾁﾙ水銀
（ppm）

アジ 浜坂港 0.09 ＮＤ：検出されない
ハマチ 山口港 0.22
メバル 浜坂港 0.16
ｶﾀｸﾁｲﾜｼ 千葉港 0.14
ヒラメ 泊沖（泊港） 0.12
シマメイカ 北九州沖（北九州港） 0.13
カワハギ 隠岐島周辺（境港） 0.03
カツオ 宮崎（日南漁協） 0.24
トビウオ 長崎（上対馬漁協） 0.08
シロイカ 美保湾周辺（境港） 0.09
サバ 銚子 0.41 0.09
イワシ 銚子 0.02
サンマ 神奈川 0.05
サケ ノルウェイ産 0.02
シマメイカ 境港沖（境港） ND
赤カレイ 北海道 0.18
ヒラメ 日本海（由良沖） 0.29
ズワイガニ 隠岐島周辺（境港） 0.39
アジ 日本海（御来屋） 0.1
スズキ 中海 0.21
キス 長崎港 0.2
アジ 浜坂港 0.05
ハマチ 浜坂港 0.21
タイ 泊沖（泊港） 0.12
ヒラメ 山口県沖（江崎港） 1.08 0.165
サザエ 御来屋沖（御来屋港） 0.06
カワハギ 日本海（七類港） 0.1
カツオ 対馬沖 0.23
トビウオ 日本海（七類港） 0.1
ケンサキイカ（白イカ） 日本海（七類港） 0.04
サバ 焼津港 0.06
イワシ 横須賀港 0.02
サンマ 銚子港 0.06
サケ ノルウェイ産 0.01
スルメイカ（シマメイカ）隠岐島沖（境港） 0.06
ヒラメ 赤碕沖（赤碕港） 0.02
カレイ 赤碕沖（赤碕港） 0.01
ハタ（キナカ） 美保関沖（境港） 0.14
アジ 美保関沖（境港） 0.04
スズキ 美保関沖（境港） 0.04
アジ 福岡港 0.01
ハマチ 境港 0.04
メバル 浜坂港 0.06
サザエ 隠岐島沖（境港） 0.01
ヒラメ 橋津沖（泊港） 0.1
タイ 泊沖（泊港） 0.15
カワハギ 境港 0.01
ケンサキイカ（白イカ） 境港 0.02
カツオ 福岡港 0.27
トビウオ 福岡港 0.02
イワシ 石巻港 0.01
サンマ 三陸沖 0.04
サバ 三陸沖 0.16
サケ 北海道産 0.01

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度



赤カレイ 香住沖（柴山港） 0.15
スルメイカ（シマメイカ）福岡沖（福岡港） 0.04
アジ 境港 0.03
スズキ 境港 0.04
ズワイガニ 境港 0.16
アジ 福岡港 0.11
ハマチ 福岡港 0.06
メバル 浜坂港 0.15
タイ 泊沖（泊港） 0.05
スルメイカ（シマメイカ）八戸沖 0.04
ｶﾀｸﾁｲﾜｼ 三重県長島沖 0.04
カワハギ 隠岐島沖 0.01
カツオ 対馬 0.16
トビウオ 美保関沖 0.02
ケンサキイカ（白イカ） 御来屋沖 0.01
サバ 静岡港 0.14
マイワシ 静岡港 0.02
サンマ 北海道 0.06
サケ 北海道 0.01
スルメイカ（シマメイカ）北海道浦川沖 0.07
赤カレイ 兵庫県柴山沖 0.1
ヒラメ 羽合町沖 0.01
スズキ 美保関沖 0.03
アジ 隠岐島沖 0.06
ズワイガニ 山陰沖（境港） 0.08
キス 福岡港 0.05
アジ 境港 0.02
ハマチ 赤碕港 0.11
ｶﾀｸﾁｲﾜｼ 兵庫県沖（舞鶴港） 0.02
サザエ 中山沖（中山港） 0.01
タイ 泊沖（泊港） 0.07
シイラ 隠岐島沖 0.16
カワハギ 御来屋沖 0.03
ケンサキイカ（白イカ） 島根半島沖 0.02
サバ 千葉港 0.14
イワシ 千葉港 ND
サンマ 北海道 0.05
カマス 島根県沖 0.03
スルメイカ（シマメイカ）福岡県沖（福岡港） 0.03
ヒラメ 泊沖（泊港） 0.05
カレイ 泊沖（泊港） 0.02
ズワイガニ 隠岐島沖（境港） 0.13
シロレンボ（白ハゲ） 山陰沖（境港） 0.01
アジ 島根半島沖（境港） 0.11
スズキ 中海（境港） 0.03
キス 福岡県 0.03
アジ 長崎県 0.01
ハマチ 長崎県 0.15
ｶﾀｸﾁｲﾜｼ 千葉県 0.07
タイ 山口県（江崎港） 0.06
サザエ 山口県（江崎港） ND
カワハギ 境港沖（境港） 0.02
カツオ 福岡県（米子港） 0.22
トビウオ 境港 0.03
シロイカ 境港 0.02
サバ 福岡 0.01
マイワシ 三重県 0.01
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サンマ 北海道 0.05
サケ 北海道 0.01
ヒラメ 鳥取県沖（泊漁港） 0.03
赤カレイ 兵庫県沖（香住漁港） 0.23
スルメイカ 山口県沖（浜田漁港） 0.08
スズキ 中海（米子港） 0.08
アジ 美保湾周辺（米子港） 0.02
ノドグロ 対馬沖（福岡港） 0.12
キス 福岡県 0.04
アジ 日本海(境港） 0.02
メバル 日本海(島根） 0.04
ホウボウ 賀露（賀露港） 0.09
サザエ 隠岐（隠岐港） ND
タイ 赤碕（赤碕港） 0.09
トビウオ 日本海鳥取沖（赤碕港） 0.02
カツオ 太平洋（宮崎） 0.09
カワハギ 島根沖(島根） 0.01
シロイカ 島根沖（島根） 0.04
サバ 和歌山県 0.06
マイワシ 三重県 0.01
サンマ 北海道 0.04
サケ 北海道 0.01
シマメイカ 鹿島沖（島根県） 0.02
ヒラメ 橋津沖(鳥取県） 0.01
アジ 日本海（御来屋） 0.01
スズキ 中海（米子港） 0.05
ズワイガニ 隠岐の島（米子港） 0.11
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