
コープの産地指定 

 オホーツク海産 
刺身用ほたて貝柱 

------学習会資料------ 



６月２週企画新登場！ 

コープの産地指定 
オホーツク海産刺身用
ほたて貝柱 

プランクトン豊富なオホーツクの海で 
雄武漁協の皆さんが育てたほたてを 
ユーコープセレクションで取り扱います！ 
 

お待たせ 
いたしました！ 



産直産地 漁協 

これ、何て読む？？ 

答え 

「雄武」＝「おうむ」 

ほたての「産地名」です！ 



おうむ 

雄武（おうむ）町は水産物の宝庫！ 
「ほたて」のほか「毛がに」、

「鮭・いくら」「昆布」「たこ」な
どなど盛りだくさん！！ 



産直産地「雄武」漁協を知ろう！ 
お う む 

流氷の運ぶ豊富な栄養分が詰まったオホーツク海に 
位置する良質な漁場・環境を持つ恵まれた産地 

主な生産物は鮭（いくら）、ほたて、毛がに 

雄武漁業協同組合 本部 



 

豊かな環境を守り 

維持するための取り組み 
 

◎獲りすぎないこと 
 ①漁獲可能な量を制限 ②漁獲可能な時期を制限 ③漁獲可能な大きさを制限 

  

◎みんなで分けること 
 漁獲したものを山分けするわけではない、漁獲してよい権利を分ける(漁業権) 

  

◎守り育てること 
 ①稚貝や稚魚の放流 ②魚場の維持・整備 ③植樹活動 

 

雄武漁業協同組合
設立 1963年11月（雄武・沢木漁協合併）

組合員数 108名・准組合員20名　計128名
海岸距離 約34km
海抜 約40ｍ
海底 砂地～泥地

海域漁場 4海域（４年周期）
従業員数 従業員32名・実習生19名　51名
漁港 4港（沢木・幌内・元稲布・雄武）
漁船数 352船
稚貝数 約2.9億粒

17年ほたて（殻付） 約10,500ｔ
17年ほたて（玉冷） 約850ｔ

漁協組合加工割合
50%の生産
残り50%は民間12社振分け

ほたて製品 －
ほたて蘇生サイズ 中心サイズ４Ｓ（4S～5S　60%）

玉冷歩留り 12%
取り扱い生協 生活クラブ生協
水揚げ魚種 秋鮭・昆布・毛がに・うに・なまこ

「雄武」漁協が取り入れている 
       資源管理型漁業について 



オホーツク海に面した雄武町の 

海岸線は約40ｋｍ！ ほたて産地 

オホーツク海は 

ほたての一大産地！ 

北海道の漁協組合 

雄武町のあるオホーツク海は「ほたて」の大産地です！ 

西湘バイパスが約２１ｋｍ
なので、往復できる距離と

なります。 

噴火湾 
おうちコープでも年末
商品でおなじみ「野付
産ほたて」の産地 

「ベビーほたて」
の産地で有名 



全国屈指の「ホタテ漁」エリアのオホーツク地域に
ある「雄武漁協」を指定産地としました。 

どうして 
「雄武産」のほたて貝柱を選定したの？？ 

①北海道のオホーツク海沿岸は、道内「噴火湾」と並ぶ全国屈指  

 の「ホタテ漁」が盛んな地域です。 

②オホーツク海域に面した「雄武海域」は冬には流氷に閉ざされる 

 厳しい環境です。しかし流氷がもたらすプランクトンなどの栄養 

 が多いオホーツクの海はホタテの「増殖」に適しています。 

オホーツク海 

雄武町 

同じオホーツク海で育った「ホタテ」
そのものには『味』・『大きさ』など
の〝違い〟はありません・・・。 

正解は 

次のページ！ 



ユーコープが「雄武漁協」と一緒に取り組む理由 

① 複数産地を視察した結果、私たちユーコープの取り組みにご理解を 

  いただけた。 ※「産地指定」・「ﾕｰｺｰﾌﾟｾﾚｸｼｮﾝ」 
② 私たちユーコープも雄武漁協の取り組みに賛同することができた。  

     ※資源管理型漁業 ・ 植樹活動 

③ ほたて貝柱の中心サイズが、販売しやすい規格となっている。 

     ※「４Ｓ」以下のサイズの水揚げが多いことから、弊月の複数ＳＫＵ規格が可能である。 

④ 生産を中心は「ほたて貝柱」。年間で約８５０ｔ（2017年度）と 

  出荷数量が多い。※「干し貝柱」の生産産地も多い。 
⑤ 「秋鮭」「昆布」「毛がに」「うに」「なまこ」「するめいか」「た 

 こ」などの水揚げがあり、他の水揚げ魚種も使用することができる。 

⑥ 他生協とも商品を通じて、さまざまな取り組みをすすめている。 

 



本年６月４日に
商品部のメン
バーで「植樹活
動」に参加しま

す！ 



●ほたては、1年目は全て雄、２年以上のほぼ半数が雌に性転換します。  

 産卵時期が近付くと生殖巣が大きくふくらみ、３月～４月ごろになる  

 と海中に卵や精子を放出して、受精が行われます。 

① ほたての誕生から種苗確保まで 

●この小さなほたてが0.2㎜位 

 に成長すると物に付着します。 

 その付着時期がオホーツク海 

 では５月頃になります。 

 その頃に採苗器を海に入れて  

 ほたての種を採取します。 採苗器 

http://www.fishexp.hro.or.jp/shidousyo/fishery/gyogyou/hotateyou2/pic02_b.jpg


② 稚貝の育成から放流まで 

採苗器に付着した種が成
長し、２～３cmに成長 

成長度合いを確認します １粒づつ目視でチェック 

パールネットに入れて、
海中で飼育します 

海中の植物プランクトンを食
べてどんどん成長します 

パールネットの中で８月から年が明け
た２月頃まで育てられます。 

放流準備の様子 



いざ！放流！！ 

漁場の維持・整備 

稚貝の成長を阻害する残存貝や天敵と
なる「ヒトデ」の駆除作業をおこなっ
てから放流します。稚貝の効率の良い
成長を促すのが目的。 

「八尺」とよばれる漁
具で海底を整備してか
ら放流します。 



雄武町とオホーツク海は４つの区域に分けられます 

第１エリア 第２エリア 

第３エリア 第４エリア 

雄武町（陸側になります） 

オホーツク海沖 

水深は約４０ｍ 

距離およそ３４ｋｍ 

 
雄武漁協では、前浜（まえはま）を４つに分けられます。 

※ＧＰＳでエリア管理をおこなっています。 

 

１年単位で「稚貝」を撒きます。 

 

漁場までの距離は約５ｋｍ 



③ ～漁獲！！ 

１年目 

２年目 

３年目 

４年目 

ほたて「種」採取
から稚貝育成 

稚貝を放流 

２月～３月 

ほたて育成は４年間 

４年目に漁獲！ 



ご清聴ありがとうございました。 



参考資料 



オホーツク海のほたては、 
栄養いっぱいの海で 
４年間かけて大きくなり
ます！ 

オホーツク産は 

地まき増殖 



～ほたての成長～ 
ほたては上記した各種方法により、4～5年かけ

て海中にて大きく成長し、水揚・製品出荷されて
いきます。 

ほたての貝殻には年輪のように、その成長が刻
まれます。 

ほたての成長について  ほたての栄養について  

           ～ほたての栄養～ 

自然に育てられたほたて貝には、蛋白質、脂肪、カ
ルシウム、ビタミン、糖質、鉄分、リンその他のミネラ
ルなどたくさんの栄養成分が含まれています。 



 ～北海道のほたて漁場について～ 

北海道では、ホタテの魚場は日本海側、噴火湾、根
室海峡、オホーツク海沿岸に形成されておりますが、
その中でもオホーツク沿岸で最も多く水揚がされて
います。 

北海道のほたて漁場 

①桁曳き（けたひき） ②養殖籠 ③耳づり 

増殖 

養殖 

増殖 養殖 



～ほたての漁獲～ 

北海道のほたての漁獲方法は 

①桁曳き－海に稚貝をまき（地まき）、海中にて成長させた後、     

 漁獲する方法（オホーツク、根室海峡) 

②養殖籠－籠の中に稚貝を入れ、その籠を海中に入れて、 

 ほたてを成長させ、漁獲する方法。（日本海、噴火湾） 

③耳づり－ほたての耳に糸を通しほたてを連ね、それを海中に 
 垂らしほたてを成長させ、漁獲する方法。（日本海、噴火
湾）の３漁法があります。 

①を天然（増殖）貝、②・③を養殖貝と分類しています。 
桁曳の漁獲方法は、稚貝（ほたての赤ちゃん）を海に撒き、後は４
年間ほたてが大きくなるまで、人間が手を加えることはしません。 
したがって「養殖」ではなく、「増殖」（自然に大きくする）なの
です。 



雄武漁協水産物加工場 

各施設外観 
加工工場の施設内は「ほたて加工室」、「サケ加工
室」など大きく４つのブロックに分かれています。 

 
ほたて加工ライン（２基）を含め、ボイルした毛が
にを急速凍結する窒素凍結庫のほか、自動選別機、
自動包装機を備えています。 

雄武漁協で販売して
いる商品(一部） 



ほたて貝柱ができるまで 

雄武漁協加工工場を覗いてみよう！ 

漁獲した「ほたて」は目の前にある 

雄武漁協加工工場に搬入されます。 

完成！ 

①殻を開く ②外套膜を外す 

③貝柱を傷つけずえら
を外す 

④貝柱以外を除去 

ほたての殻剥きは１ライン１５名、２ラインで 

「貝柱」をつくっています。 
１枚約３秒の早わざ！「貝柱」と「紐」「肝」を分けてい
ます。 

①ほたてから「貝柱」を取る工程 



凍結後、 

  サイズ(重量） 

     別に選別されます。 

②「貝柱」の異物除去・洗浄工程 

玉冷は異物処理・割れ選別をおこないます。 

１粒づつ、丁寧におこなわれています。 

③「貝柱」の凍結とサイズ選別作業 

異物処理・割れ選別の後、 

トンネルフリーザーで凍結します。 

マイナス３５℃ １２分でカチカチに 
凍結されます。 

マメ知識！ 

貝柱には「赤玉」と「白玉」
があります。「赤玉」は冠婚
などに使用しています。 



雄武漁協の「ほたて貝柱」サイズ選別 

上記のほたて貝柱は 

２Ｓｻｲｽﾞ～６Ｓｻｲｽﾞ 
となります。 

２Ｓ ６Ｓ 

中心サイズ 
４Ｓ 

「サイズ」別の大きさの割
合が一目で分かります。 


