
たくさんの小さな庭で、おだわらを花と緑のギャラリーに

こゆるぎの小さな庭づくり



こんな所にも小さな庭１

２

❶玄関で

❷階段で

❸地面のすき間で

季節を感じたり、お花を愛でたり、明るい空間になったり、
「小さな庭」をまちに広げて、明るい小田原市に。

　家族、お客様、配達や
通りがかりの人々。一番
人目にふれる機会の多
い玄関で、各家の個性を
「小さな庭」で表現してみ
ましょう。

　一つ一つは小さな
鉢植えでも、階段の段
差を利用すれば、立
体的で変化のある「小
さな庭」づくりが楽し
めます。

　敷地と道路のすき
間、駐車場の舗装のち
ょっとしたすき間を見
つけたら、花や緑をあ
しらって、「小さな庭」
はこんな所にも。

プランターを
おくだけでＯＫ！



出来たあとのお楽しみ

③お隣と花を揃えて花小道

①見る・香る・食べる楽しみ

②ガーデニング友だちと交換

❹窓辺で

❼フェンスで

❺室内で

❻ベランダで
　地面が無くたって、
「小さな庭」は楽しめま
す。プランターや鉢植
え、おしゃれなファニチ
ャーを組み合わせれば、
空中庭園の完成です。

　屋外ばかりではあり
ません。明るい窓辺な
どの室内の「小さな庭」
では、観葉植物や多肉
植物など、寒さに弱い
草花だって楽しめます。
　

　例えば、フェンスに黄色のモッコウバ
ラ、道路と敷地のすき間にコスモスなど、
お隣と花の種類を揃えて植えたら、小田
原の新名所◯◯通りのできあがり。

　元気に育だち増えた多年草の苗は、
友だちと交換。苗の交換と一緒に、ガー
デニングに関する情報交換も忘れずに。

　鉢植えやプランター
を窓辺に、洋風の「小
さな庭」づくり。いつも
の我が家を花で彩れ
ば、毎朝カーテンを開
けるのが楽しみに。

　フェンスに、ツル性
の草花を組み合わせ
たら「小さな庭」のでき
あがり。ほんの少しの
地面でも、大きな面積
の緑が楽しめます。

３

　「小さな庭」は見るためだけではあり
ません。ハーブ類は、香りを楽しんで、お
茶やスパイスとして活用したり、野菜は
収穫したり、楽しみはもっと広がります。



２

４

小さな庭づくり、ポイントは２つだけ。

場所を見つける 気軽に楽しむ

小さな庭づくりのポイント

★ 地面に土がありますか？
★ 土を入れる入れ物がありますか？
★ 日光があたりますか？
★ 通行や家事等に支障はでませんか？
★ 成長しても大丈夫ですか？
★ 鉢やプランターでもOK!

♥ どんなに小さいスペースでもOK。
♥ 最初は丈夫な品種からスタート。
♥ 失敗しても、またやれば良い。
♥ とにかく、無理はしない。
♥ もてなしの気持ちを込めて!

があれば…

花がらつみ

小さな庭のかんたんお手入れ

植
え
る

見
る・香
る・食
べ
る

剪定
水やり

追肥



準備３

５

準備だって簡単。まずは、これだけあれば大丈夫。

❶ 苗

❹水やり容器

❷植える場所
❸移植ゴテ

苗を選んで組み合わせます。最
初は、気候の変化や病害虫に強
い品種を選ぶようにしましょう。
分からない場合は、園芸店でアド
バイスしてもらうと良いでしょう。

●葉が多く、下までついている
●小さくて、茎が太い
●根が良く張り、ぐらつかない
●葉裏にムシがいない
●葉に斑点や萎縮がない
●ポットにナメクジがいない

小さくても、できるだけ日当りの良い敷地
のすき間の地面を探してみましょう。無い場
合には、鉢やプランタ－を準備しましょう。
土が良くない場合は、耕して腐葉土や肥料を
入れて、水や栄養分を良く保つ土にしましょう。
　　　　　（土：腐葉土＝３：１）

苗を植え付けた後
は、十分な水やりが必
要です。ジョウロがあ
ると便利ですが、ペッ
トボトルなどの容器
でも代用できます。
庭に雨水を溜める
タンクを置けば、水道
代の節約になります。

苗を移したり、柔らかめ
の土を耕したりするのに、
一つあると便利です。

泥汚れを想定した服や靴を
準備しましょう。作業量が多い
時は、園芸用の手袋もあると手
の汚れも少なく済みます。

良い苗の選び方

❺汚れても良い服装

土づくりが大切です



さあ、植えて育てよう！4

主な手入れ

育てやすい木

●ハギ（花）

いつ花を見ますか？　そのためのスケジュールを確認
小田原で育てやすい植物を選びました。
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

常緑樹の剪定 常緑樹の剪定

※病害虫の防除は
　時期に関わらず適宜

落葉樹の剪定 落葉樹の剪定 落葉樹の剪定

肥料 肥料

●モッコウバラ（花）

●オタフクナンテン（葉色）

●ミカン（芳香・食用）

●アジサイ（花）

●アケビ（食用）

●クレマチス（花）

●ユキヤナギ（花・紅葉）

●ランタナ（花）

●コクチナシ（芳香）

●ブルーベリー（食用）

●カロライナジャスミン（芳香）

植え付け
開花●落葉

●常緑

●ベニバナトキワマンサク（葉色） 中高木
中高木

ツル性
ツル性
灌木

ツル性

ツル性

灌木

灌木

灌木
灌木

灌木
灌木

ベニバナトキワマンサク アジサイカロライナジャスミン ランタナブルーベリー アケビベニバナトキワマンサク アジサイカロライナジャスミン ランタナ アケビブルーベリー



スイセン クリスマスローズパンジー チューリップ ハボタン

マリーゴールド ケイトウ コスモス

育てやすい花

秋咲き
主な手入れ
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※病害虫の防除は
　時期に関わらず適宜

●チューリップ（球根）

●スイセン（球根） 多年草

多年草
多年草

多年草
多年草

多年草
多年草
多年草

多年草

多年草

宿根草

多年草

多年草

●パンジー、ビオラ（種）
●プリムラ（種）

一年草

一年草

一年草

一年草
一年草

一年草

一年草扱い

一年草扱い

●ハボタン（種）

水やり・肥料 水やり・肥料
苗の植え付け花がら摘み育成 育成

水やり・肥料
切り戻し

苗の植え付け 花がら摘み

春開花

●クリスマスローズ（種）

秋開花

春咲き
主な手入れ

●ノースポール（種）

●ケイトウ（種）
一年草●ヒマワリ（種）

●サルビア（種）

●コスモス（種）
●ヒガンバナ（球根）

●●ローズマリー(ハーブ）

●ミント(ハーブ）

●ラベンダー(ハーブ）
●セージ　(ハーブ）

●カランコエ（多肉植物）

●マリーゴールド（種）
●ポーチュラカ（多肉植物）

●アヤメ（球根）

●アロエ（多肉植物）

●タンバホオズキ（種）

スイセン クリスマスローズパンジー チューリップ ハボタン

マリーゴールド ケイトウ コスモス

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月



【回数と時間の目安】
残った水滴で葉の日焼けや霜などの被害
をうけないよう、時間帯に注意しましょう。

【花がら摘みの効果】
見た目がきれいになるばかりでなく、
風通しを良くして病害虫の発生を防い
だり、株が種をつくるために使うエネル
ギーを抑えられ、長く花を楽しむことが
できます。

水やり

●しおれた花を茎のところからカット●土が乾いてきたら水やりのタイミング
●水は根元から与える
●鉢やプランターの場合は下から水が出るまで

水やりが
十分でない
かもしれません。

咲き終わったら
すぐに花がらを
摘みましょう。

花がら摘み

簡単お手入れ♪５

８

しおれてる！

元気が無い！

虫！

植え付けた木や花は、毎日しっかり観察。
◉ しおれていない？
◉ 花がらが残っていない？
◉ 枝や葉がじゃましていない？
◉ 花や葉に元気がない？
◉ 虫や虫食いはない？
元気が無い場合には、症状に応じたお
手入れを。
わからない時には写真に撮るなどして、
気軽に園芸店にきいてみましょう。

［春］１～2日１回 朝７時～12時
［夏］１日２回 朝７時～10時, 夕15時～
［秋］１日１回 朝７時～12時
［冬］週1～2回 朝８時～12時

花がしおれたり、
葉が下に垂れ下がって
元気が無い。

花が混んできたり、
古い花びらが
残っていて見苦しい。



P
〈リン酸〉

花と実を育てる
K

〈カリウム〉

根や茎を育てる

N
〈窒素〉

葉や茎を育てる 枝、幹がおかしい

茎がおかしい

果実がおかしい

花、つぼみ、がくがおかしい

全体がおかしい

葉がおかしい 根がおかしい

【剪定時期の目安】
針葉樹：4～6月、または10月頃
常緑樹：６月または11月頃
落葉樹：11月～３月頃
※木や花を植える
場合は、成長後
の大きさを考え
ましょう。

【肥料のあげ方】
　種類に応じた方法で肥料をあげます。
木：花や果実の後のお礼肥
球根多年草：花の後のお礼肥
草花：花がある時期に液肥か置肥

剪定 病害虫対策肥料

●あばれたり邪魔な枝や葉を剪定
●花木の場合は、花後すぐの剪定
●剪定時期を間違えると、翌年の花芽が
切り取られて咲かなくなる原因になる
ので注意する

●N・P・Kをまぜた総合肥料を使用する
●肥料のあげ過ぎに注意する

●害虫は取り除く
●病気とその予防には殺菌剤、害虫
には殺虫剤を使用する

「小さな庭」を
小さく保つ、
剪定は大切な作業です。

このように
ならないよう、
予め肥料をあげましょう。

毎日観察、
早期発見で
最小限の被害に。

木が成長して、
通行の邪魔になったり、
見た目が悪く
なって来た。

花や葉が小さく
弱 し々かったり、
水をやっても
元気が無い。

虫や虫食いを
発見したり、
部分的な枯れや
変色などの異常がある。

【チェックするポイント】
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６ いくらで出来るの？
実際にかかる費用はどのくらいなのか、いくつかの「小さな庭」の事例と予算を紹介します。
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秋の寄せ植え

例２

①苗 ケイトウ
　  センニチコウ
　  ビオラ
②土   有機培養土
　  鉢底石
③鉢   プラスチック製
④皿 プラスチック製
⑤肥料 粒状緩効性肥料
⑥薬剤 病害虫スプレー

216円／株
216円／株
108円／株
5ℓ※１

0.5ℓ※１

6号

250g※１  
250ml※2

×１株　216円
×１株　216円
×１株　108円
×１袋　324円   
×１袋　108円
×１個　432円
×１個　324円
×１袋　626円
×１個　464円

6号鉢（直径18cm）

合計 2,818円
　　(内消費税　209円）

　花期の長いビオラ、１
株で様々な色が楽しめる
ケイトウ、赤葉のセンニチ
コウを使った、小さくても
華やかな寄せ植え。すべ
て１年草を使用したので
植替えが必要ですが、次
回は苗代だけで大丈夫。

春の花壇
例１

40cm×80cm

※１：商品全体量の一部のみを使用　※２：必要に応じて使用

①球根   チューリップ 　　 43円／球
②苗 　パンジー 　　216円／株 
 　ビオラ 　　216円／株
　  　ノースポール　216円／株
③土       腐葉土 10ℓ※１ 　　    
④肥料   粒状緩効性肥料 250g※１ 
⑤薬剤   病害虫スプレー  250ml※2

×20球
×６株 
×８株
×２株
×１袋  
×１袋
×１個

860円
1,296円
1,728円
432円
626円
626円
464円

合計 6,032円
　　(内消費税　447円）

※１：商品全体量の一部のみを使用　※２：必要に応じて使用

環境に強く育てやすいチューリップ、
花期の長いパンジー・ビオラ•ノース
ポールを組み合わせた春の花壇。



７ 役立つ情報

小田原フラワー
ガーデン

実際に「小さな庭」づくりに役立つ、学習や相談ができる場所を紹介します。

　「花と緑の生活文化の創造」がテーマの小田原市の公園。「トロピカルドーム温室」の熱帯植物、バラ園、ハナショウブ園、渓流の梅林の他、１年中花と緑が楽しめます。また、月に１回の園芸講習会や園芸相談も受け付けています。「小さな庭」づくりのヒントと情報が満載です。気軽に相談に来てください。　フラワーショップも併設しており、季節に合わせた花苗や球根の販売、日曜日には地元生産農家が育てた花苗の即売会なども行います。園内で花の手入れをするボランティアさんも募集しています。種からの花づくりや、花の管理方法を学んでみませんか？

http://www.ci
ty.odawara.kan

agawa.jp

　　/public-i/p
ark/garden/

■ 料金：入園•駐車場無料（トロピカルドームの温室のみ有料）■ 開園：９:00～17:00　■ 休園：月曜日(祝日の場合開園､翌日休園)、　　　  　　　  祝日直後の平日、年末年始■ 住所：小田原市久野3798-5■ 電話：0465-34-2814

MEMO

小田原市建設部みどり公園課
　小田原市では、街なかや住宅街の花と緑を充実させるた
め、「花の街おだわら事業」にて、花苗を種から育てる講習
会を行っています。園芸に関するご相談も承っています。

〒250-8555　   小田原市荻窪300番地　  TEL 0465（33）1584   FAX 0465（33）1565
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 「小さな庭」を市販の材料で鉢植えをつくってみました（約10分）

①道具の用意
（P10の秋の寄せ植え）

②鉢底石と培養土
を入れる

③ポットから苗の
み取り出す

④苗の土を鉢の土
に深めに埋める

⑤苗との隙間に土を
入れ軽く押さえる

⑥完成！！

発行： 平成29年4月1日　小田原市

◉工場やビルなど、地上での緑化が難しい
場合は、屋上や壁面での緑化ができます。

◉敷地外周の緑化では、葉張りが小さい
樹種による生垣緑化がおすすめです。

工場、集合住宅、ビルによる緑化イメージ

協力： 株式会社 東京ランドスケープ研究所

工場で
ビルで集合住宅で


