
乾タケノコの作り方 令和2年春

愛媛県森林組合連合会
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＜注意点＞
・穂先の長さは１５ｃｍ

＜注意点＞
・穂先以外の節は取除くこと
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規格 令和２年 規格

寸法

穂先 穂先から１５㎝まで

節間 ４～８㎝

４下 ４㎝以下

節
節は不可

（取除くこと）

＜令和２年 規格＞

3



乾タケノコの作り方

①収穫 ②皮むき ③加工

④湯がく ⑤水洗い ⑥乾燥

⑦出荷
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１・収穫する

①乾タケノコの生産
には２m程度で人の

身長よりも高いくらい
のタケノコ（孟宗竹）
を利用します。

②ノコギリを使って、
タケノコを切りやすい
高さで切ります。

③先端20ｃｍ程度は
切り落とします。

※タケノコの先端は
ほとんど皮だけです。
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2・皮を剥く
①表面の縦方向に
真二つに切込みを入
れます。

②皮との境目に手を
入れて、皮を剥ぎ取
ります。

※皮むきは竹林内で行い、使える「中身」だけを作業場に持帰るとゴミの処分が少なくなります。
皮を剥ぐと重さが６割程度となるうえ、滑りもなく運搬しやすい。

【竹林内での作業の場合】
厚刃のカッターや背負子等を活用すると作業効率が上がります。
運びやすい大きさにカットし、運搬することで大きく負担軽減。
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3・加工（カット）する

真直ぐカット
（共通）

そのまま
約15㎝中心
でカット

「色濃くなった節」・
「節下の硬い部分」
は、余尺を含め除
いてカットする。

いてカット
余尺を取る。

矢印部分を乾燥させ
乾たけのこを作る

・ 作業台は広めに確保しましょう。
・ まな板の代わりにコンパネ等を利用して、スケール（目盛り）をつけておくと作業効率が上がります。
・大きさは生の状態で長さ４ｃｍ以上８ｃｍまでとする。（カットする機械への投入困難のため）節間

【
節
間

】

【
穂
先

】

※穂先使用部は先端より15ｃｍまでとする。
（節の色が濃くないところ）
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3・加工（カット）する

約15㎝、中心でカット。
節もそのままでOK 2分の1

カット

4分の1
カット

節と硬い部分（節下・点線内）を除いてカットする。
※成長した節下部分は硬く、包丁が入りにくい。

・ タケノコ【上部 】 （穂先の生たけのこでも食べれる部分）と、【下部】で加工方法
（カットの仕方）に注意してください。箱詰めも必ず別梱包にする。

【
上
部

】

【
下
部

】

復習CHECK！

【
穂
先

】

【
節
間

】

黄色がかった部分を使用する。
青い部分は完成後Ｂ品となる。

穂先・節間・４下で別梱包する。

穂先の長さは１０～１５ｃｍ

※穂先使用部分は先端より１５ｃｍまでとする。

爪が入るところはOK
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穂先部分、節部分で最初に節にうっすら色が着く場所より上でカット。
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半割後、節間は４～８ｃｍでカットする。
節間際で切ると、硬い部分が残るので余裕を持たせる。節下は硬く、節上は柔ら
かい。

カット時に碁盤の目を入れておくと作業効率が良い。
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穂先部分、二番玉以降は４～８
ｃｍでカット後縦割りし、中の節
を取り除く。
節は茹で上げ後の方が取りや
すい。

カット時に穂先、節間、４下に分け茹でる際
エビラに並べる際も別とし、選別時の手間を省く。
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4・湯掻く ＮＧ

× 鉄鍋

ＯＫ

①アルミ製かステンレス鍋を使用する

②水を鍋に入れ
沸騰させる。

③沸騰後、タケノコを入れる。
※タンサンやヌカは不要。

（洗い落す事が非常に困難）

④ 再度、沸騰するまで
湯掻きます（20分～30分

程度）。水は継足し利用
可。

※鍋は大きいもので、
2つあると作業効率が
上がります。

鉄分が染み出て黒く色づく為

茹で上げ後は早急に乾燥機に入れて下さい。
時間が経つとヌメリが発生します。
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5・水洗いする＆エビラならべ
①湯掻いたタケノコ
をよく水洗いする。
※やけどには十分
注意してください。

②エビラにタケノコの
外側（表面）を上に
して並べる。収縮し
丸まる事を防ぐ。

９０ｃｍ鍋にみかんコンテナ２.５盃
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6・乾燥させる

60㎝×120㎝のエビラ１枚に約5㎏

の湯がいたタケノコが並びます。

30枚入りの乾燥機ならば、１回で

150㎏のタケノコを乾燥することが

できます。

１人5時間で約50㎏のタケノコを

収穫することが出来ます。

3人で収穫すれば乾燥機１回分

になり、効率的です。

① ダンパーを開けて、５５℃くらいから始め、
６０℃くらいまで上げていきます。
（乾しいたけの乾燥と同程度か少し高め）

② 約２４時間、乾燥させます。乾燥の甘いものはカビ
が後日発生するので注意

完成品

【 １回の乾燥による生産量の目安】

生150㎏ 乾燥12㎏

歩留まり 8％程度穂先 ９０ｃｍ鍋でエビラ３枚 節間 ９０cm鍋でエビラ６枚
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規格サンプル
良い例 ・出荷ＯＫ 悪い例 ・出荷ＮＧ

あめ色に
仕上がっている。

×色のある
硬い節つき

×硬いもの

下記写真（安定した消費を生むために必ず守って下さい）
・商品名が黄金タケノコの為、色の悪いものは（青・黒）除く。
・ 節を除けば製品となる。食材の為、硬い物は除く。
・ 節ぎりぎりでカットすると固い部分が残り、出荷ＮＧとなる。
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7・出荷する
① 乾タケノコの出荷ケースは、
椎茸ケースへ穂先は正味10ｋｇ
節間は15ｋｇ、４下は15ｋｇ入れ
出荷して下さい。

できていない物は精算処理が後回
しとなります。

② 箱の中には、内袋としてポリ袋
を中に入れ出荷してください。
※ターポリン紙は不要です。

【組合】箱の中には必ず検収票
を入れ、出荷お願いします。

加工会社

県森連

商 社

乾タケノコラベルに、出荷番号、正味数量を記入して出荷します。
生産者、組合等の情報も商社に提供しています。

③ 不良品は出荷しない。
異物の混入を防ぐ。
細心の注意をお願いします！

組合

穂先（１０～１５ｃｍ）・節間（４～８ｃｍ）・４ｃｍよりも
小さい物はそれぞれ別梱包とする。
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乾タケノコで山をキレイに収入アップ
～乾タケノコの生産を薦める３つの理由～

放置竹林対策
竹林を管理して整備が進み山や畑が
守られ、山間部の産業活性化！

産地限定
乾燥機を所有する乾椎茸生産者に
とって投資コストが少なく取り組める。

安定収入
販売価格が確定（ 3,700円 / ㎏）
新たな収入源。所得計画が立て易い。
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令和2年から 節間の価格は3,500円→3700円に
なりました。皆さん頑張って作りましょう。
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お問合せ先
愛媛県乾たけのこ生産拡大連絡協議会
事務局
〒791-1121
松山市中野町甲139-9
愛媛県森林組合連合会 TEL089-963-4100
椎茸・購買センター FAX089-963-4591

注意事項
黄金たけのこですので、青い部分はＢ品となるため除く。
穂先は先端より１５ｃｍまでを使用する。
穂先（１０～１５ｃｍ）・節間（４～８ｃｍ）・４下に分ける。
穂先はしいたけケ－スに正味10ｋｇ
節間はしいたけケ－スに正味15ｋｇ
４下はしいたけケ－スに正味15ｋｇとする。
靑はしいたけケ－スに正味15ｋｇとする。
異物の混入をしない。（乾燥機使用前に掃除を行う）
穂先の短い部分（４～8ｃｍ）は節間、それ以下は４下に入れる。

皆様が生産されている物は食品です。異物の混入を無くしましょう。
また、納入先が求める規格にそった物を生産して下さい。

施肥によって発生、成長を促す効果がある。
肥料は春２～３月に５０％、夏６～７月５０％に分けて施す。
施肥の参考
施肥基準量（１０ａ当りの成分量）
チッソ ８～１０ｋｇ
リンサン ５ｋｇ
カリ ５ｋｇ
ケイサン ２０ｋｇ
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