
プランター菜園

日時 ２０１８年４月１７日（火）

１９：００～
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プランター菜園をやってみよう

プランター菜園のメリット

◎ベランダや軒先など、空きスペースで手軽にできる

◎生育や天候に合わせて、場所を移動できる

◎プランターを分けて多彩な植物の栽培ができる

家庭菜園では、収穫量よりも、多種多様な野菜を

楽しみながら育ててみましょう(*‘▽‘ *)ノ
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プランター菜園をやってみよう

プランター栽培の注意点
◎栽培する種類に合わせた大きさのプランターを選ぶ

※出来るだけ容量が大きく、深いものが好ましい

◎土が乾燥・過湿になりやすいので、こまめな水管理を行う

◎作物ごとの性質に合わせた植え付けやプランターの配置
を行う
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『水』『光』『肥料』など．．．

野菜ごとの性質に合わせた栽培を行いましょう！

【畑の土の量】
１㎡（１ｍ×１ｍ）×深さ２０ｃｍ ＝ ２００ℓ の土



プランターの選び方
容量が大きく、深さのあるプランターを選ぶ
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【参考商品】アイリスオーヤマ
ベジタブルポット ９号

(直径30.1×高さ25.7cm・容量12ℓ)
トマト・ミニトマトなど

容量が小さすぎると、充分に根を張ることができず、

生育不良や病気にかかるリスクが増加します。

炎天下で栽培を行う夏野菜では、特に安定した水・

養分が必要なため、容量が大きく、充分な深さのある

プランターが適しています。

プランター容量が大きい＝土の量が多い

＝根張り・保水力・保肥力が高い

＝良い生育が期待できる



プランターの選び方
容量が大きく、深さのあるプランターを選ぶ
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【参考商品】
アイリスオーヤマ
2穴付ベジタブルプランター 500
(幅約50×奥行約34×高さ約26.3

容量27ℓ)
きゅうり、ピーマン、トマトなど

【参考商品】
アイリスオーヤマ
ベジタブルポット 深型12号
(直径39.8×高さ37.6cm

容量29ℓ)
ナス・根菜類など



プランターの選び方
容量が大きく、深さのあるプランターを選ぶ
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深さのあるプランターを使って

しっかりと株を作ることが、

プランター菜園では一番大切です

(∩´∀｀)∩



野菜と水の関係
水分との関係

7

水やりは土壌の乾燥前に！！

潅水を怠ると土壌が乾燥します。乾燥

すると、根が養分を吸収できなくなり、

株の生育に影響がでます。

ナス・キュウリ・ゴーヤ

ピーマン

オクラ・スイカ

トマト

水分の必要量

多

少

トマトは急に大量の
水を与えると裂果する

ことがあります
( ˘•ω•˘ メ)

ピーマンは根を浅く張るため、
急激な乾燥に弱く、土壌の乾
燥で一気に枯れあがることが

あります_(:3 」∠)_



野菜と水の関係
水分との関係
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ナス ・ スイカ

オクラ

キュウリ・トマト・ピーマン・ゴーヤ

水に浸かった時の耐性

強

弱

排水が重要！
耐性が弱い野菜は、水に浸かった

状態が１日でも続くと被害が出てし

まいます。

耐性が強い野菜も、３日間水に浸

かったままだと被害が出るので、

しっかりと排水をしましょう。

かまぼこ型の高い畝づくりで水対策

かまぼこ型の高い畝にすることで、根がしっかりと張り、

養分・水分・地温が安定します。また、大雨で水が溜まって

も、根のダメージを最小限に抑えられます。



野菜と水の関係
夏野菜の水やりのポイント
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②土壌の乾燥前に

乾燥すると、根が養分を吸収でき

なくなり、株の生育に影響がでます。

①気温が低くなる夕方に

日中の熱い時間に潅水を行うと、

水温が上がり、根が傷む場合があり

ます。水やりは出来るだけ夕方に行

いましょう。

③やり過ぎに注意

夏野菜にとって水は必要ですが、

常に溜まったままでは、根が腐った

り、病気の原因になったりします。

こまめな水やりを行いましょう。

④マルチを使う

畝にマルチを被覆する事で、急激

な乾燥を予防できます。また、マルチ

の上に敷きワラや敷き草をすること

で地温を下げ、樹勢維持につながり

ます。



種まき
発芽と光の関係
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性 質 作物名
発芽を良くする

ための条件

光を好む
（好光性種子）

シソ、インゲン、ニンジン、
シュンギク、レタス類

種まき後の覆土を
薄くする

光を嫌う
（嫌光性種子）

ダイコン、ネギ、タマネギ、カ
ボチャ、スイカ、トマト、 ナス、
キュウリ

種まき後の覆土を
やや厚くする

作物には、発芽時に光が必要(好光性)なものと光を嫌う(嫌光性)ものが

あります。好光性種子（光を受けて発芽が促進される種子）に、厚く覆土

をしてしまうと発芽しづらくなります。



生理障害について

『生理障害』とは．．．
栄養分の不足・過剰、低温・高温などによる障害
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主な症状

◎葉の変色・萎縮・枯れ

◎成長が鈍化

◎果実の肥大不良・壊死

カルシウム欠乏

ホウ素欠乏

マグネシウム欠乏



生理障害について

水・肥料は適切に行いましょう！！

夏の家庭菜園で生育が悪くなった時、 『水やり』や『肥料』が
原因ということが多く見られます。

土壌を乾燥させすぎると、養水分が吸収できず栄養失調に
なります。逆に、水のやり過ぎ（貯め過ぎ）で過湿になり、根傷
みになる場合もあります。
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【家庭菜園のトマト🍅栽培で多い状況】

トマトは水が少ない方が甘くなる → 水をほとんどやらない

→ 土が乾燥 → 必要な養分が吸えない → 生理障害発生

※トマトも水は必要です



堆肥の種類
堆肥の効果『土壌の環境改善』
◎土の保水性・保肥力の向上 ◎根の伸長を良くする など
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種類 特 徴
土壌改良

効果

肥料
効果

使い方

バーク 樹皮が主成分。ゆっくり分解し持続性がある。 高 小 ２～３ｋｇ/１㎡

腐葉土 落ち葉に米ぬかや油粕を加えて発酵させる。 高 小 ２～３ｋｇ/１㎡

牛フン
牛フンに副資材（おがくず、稲わら等）を混ぜ
て発酵。繊維分が多い

高 小 １～２ｋｇ/１㎡

豚フン
豚フンと副資材を混ぜて発酵させたもの。
繊維分は少なめ。窒素とリン酸が比較的多い。

中 中 0.5～１ｋｇ/１㎡

鶏フンは肥料です！
他の家畜フン堆肥と違い、ほぼ１００％フンです。繊維分が
なく、窒素量が高いため、土壌改良効果は期待できません。



完熟堆肥を利用する

未熟な堆肥 → 生育阻害 ・ 枯れが発生！
（水分が多く、臭いが強い）

未熟な堆肥を施用すると、土の中で発酵が進み、熱・ガス
が発生します。それらによって根が痛み、生育が阻害され、
最悪の場合は枯れてしまいます。

【堆肥・鶏フンを選び方】

◎『完熟○○』『発酵○○』と書かれたもの

◎水分・臭いが少なく、しっかりと発酵しているもの

14

堆肥の種類



【実生苗】種から育てた苗

メリット → 価格が安い・根の活着が良い

デメリット → 性質（品質・収量など）が安定しない場合がある

【接ぎ木苗】２種類の植物をつなぎ、それぞれのよい部分の

性質を持たせた苗

メリット → 病害虫に強い・環境に強い・連作障害に強い・

長く収穫できる

デメリット → 価格が高い・全ての病気を防げる訳ではない
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実生苗と接ぎ木苗

プランター菜園などの家庭菜園では、接ぎ木苗を使う事
で安定した栽培が期待できます。



実生苗と接ぎ木苗
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台木

穂木
長所：果実が美味しい
短所：病気に罹りやすく育て難い
など

長所：病気に罹りにくい
根張りが良く生育旺盛など

短所：果実が美味しくない

丈夫で病気に罹りにくく、
美味しい果実をたくさんつける

ようになる！

接木苗植え付けの注意点
接木苗を定植する時は、接続部分が土から出るよ

うに植え付けましょう。
［右図の誤］のように接続部分を埋めてしまうと、
接木苗としての効果が得られなくなるので注意し
ましょう。

［正］ ［誤］

接ぎ木苗の作り方



果菜類の栽培のポイント
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果菜類 トマト・ピーマン・ナス・きゅうり・オクラ・スイカ など・・・

植え付け時（４月下旬～５月中旬） → 温度確保が大切

植え付け準備は早めに行い地温を確保

水やりは晴天の午前中（夕方の水やりは地温を下げるので△）

収穫開始期～（夏季の高温期） → 安定した環境

肥料は少量ずつこまめに行う（多肥・肥切れ✖)

高温時の水やりは夕方の気温が下がってくる時間帯に行う

定期的に水やりを行う（極端な過湿・乾燥は✖)

整枝・わき芽取りは早めに行う（病害虫予防・光を当てる・着果向上）



ミニトマト・中玉トマト（ナス科）
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栽培のポイント

【適期の施肥】基肥・・・少なめ 追肥・・・少量ずつこまめに

【適切な水管理】梅雨期の過湿と夏季の乾燥に注意する

【わき芽摘みを早めに】わき芽を放っておくと、茂り過ぎて病害虫の発生源になりま
す。小さいうちに摘み取りましょう

【植え付け】株間５０ｃｍ
【追 肥】第１花房の実がピンポン玉ぐらいの大きさになった頃に１回目の追肥を行い
ます。その後は、２０日置きに追肥を行いましょう

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ３～４ｋｇ ３００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

有機化成（8-8-8） ５０ｇ ５ｇ

追肥 有機化成（8-8-8） 20～25ｇ/回 ３～５ｇ/回

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



ピーマン（ナス科）
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栽培のポイント

【水管理】乾燥に弱いので、乾かさないように注意しましょう。夏場は株元に敷きワ
ラを行う等の対策を行う。

【品種】通常のピーマン以外に、苦みの少ない『こどもピーマン』や肉厚で甘みの強
い『ジャンボピーマン』、カラーピーマン等様々な品種があるので色々作ってみてく
ださい。

【植え付け】株間５０ｃｍ
【仕立て方】一番花がついたら、すぐ下の２本の脇芽と主枝の計３本だけをのばす。
【追 肥】収穫開始後、２０～２５日置きに追肥を行いましょう

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ３～４ｋｇ ３００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

化成肥料（15-10-10） １００ｇ １０ｇ

追肥 化成肥料（15-10-10） ２０ｇ/回 ３～５ｇ/回

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない
とんがりパワー

（ナント種苗）



ナス（ナス科）
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栽培のポイント

【大きなプランターを使う】根を深く張ります。乾燥・肥切れに弱く、真夏は大量の水
が必要となります。

【管理】整枝・摘葉を適切に行い、日当たりを良くしましょう。

【品種】プランター栽培では『筑陽』など中長の品種が作りやすいです。

【植え付け】株間６０ｃｍ
【追肥】収穫開始後、１５～２０日置きに追肥を行いましょう

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ３～４ｋｇ ３００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

化成肥料（15-10-10） １００ｇ １０ｇ

追肥 化成肥料（15-10-10） 25～30ｇ/回 ３～５ｇ/回

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



キュウリ（ウリ科）
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栽培のポイント

【管理】乾燥・肥料切れに注意しましょう

【栽培環境】日当たり・風通しの良い場所を選びましょう

子づる・孫づるは茂りすぎないように整理しましょう

【植え付け】株間５０ｃｍ
【追肥】定植の２０日後に１回目の追肥を行います

その後は１５日置きに追肥を行いましょう

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ５ｋｇ ５００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

化成肥料（15-10-10） １００ｇ １０ｇ

追肥 化成肥料（15-10-10） 15～20ｇ/回 ２～３ｇ/回

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



えだまめ（マメ科）
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栽培のポイント

【植え付け】日当たりの良い場所を選びましょう

【乾燥させない】特に、開花期～着莢期は乾燥させないようにする

【多肥厳禁】窒素肥料のやりすぎは蔓ボケを起こし、莢が着かなくなります

【種まき】株間３０ｃｍ ２～３粒播き
【基肥】野菜跡や肥沃な土地には基肥を施用しない

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥
苦土石灰 １００ｇ １０ｇ

有機化成（8-8-8） ５０ｇ ５ｇ

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



つるなしインゲン（マメ科）
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栽培のポイント

【連作障害に注意】３年以上あけて植え付けしましょう

【水やり】開花後は乾燥させないようにしましょう

【播種期】４月上旬～５月中旬
８月中旬～10月上旬播き

【種まき】株間３０ｃｍ ２～３粒播き

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ２ｋｇ ２００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

有機化成（8-8-8） １２０ｇ １２～１５ｇ

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



ベビーリーフ（キク科）
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栽培のポイント

【覆土は薄く】種まきの前にたっぷりと潅水して土を湿ら
せておきます。種をまいたら薄く覆土します。

【発芽適温15～20℃】夏季は発芽まで日よけを行う。

◎バラまきするか、約10cm間隔でスジまきにします。

◎本葉が10cmくらいに育ったら順番に収穫します。

１㎡当たり
プランター
１５ℓ当たり

基肥

完熟堆肥 ２ｋｇ ２００ｇ

苦土石灰 １５０ｇ １５ｇ

有機化成（8-8-8） １００ｇ １０ｇ

追肥 有機化成（8-8-8） 20～25ｇ 5ｇ

市販の培養土（花と野菜の土など）を使う場合は基肥は入れない



種子が余った場合
タネの寿命

タネにはそれぞれ寿命があり、適切な保管を行うことで、
翌年以降も使用する事ができます。
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タネの寿命 作物名

長命種子
（４～６年、それ以上）

ナス、トマト、スイカ

常命種子
（２～３年）

やや長命 ダイコン、カブ、ハクサイ、キュウリ、カボチャ

やや短命
キャベツ、レタス、ホウレン草、ゴボウ、
インゲン、エンドウ、ソラマメ、トウガラシ

短命種子（１年） ネギ、タマネギ、ニンジン、ミツバ、ラッカセイ

タネは高温多湿を嫌うため、開封せずにおくか、開封後は密封できる

容器に乾燥剤と一緒に入れ、冷蔵庫の野菜室に保管してください。



病害虫防除

定植時の害虫予防
苗や種を植え付けたものの、害虫が発生

し、苗が全滅することもしばしばみられます。

【写真】ピーマン ウイルス病

（原因）アブラムシ等の吸汁による

ウイルス感染
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【アブラムシなどの害虫対策】
ベストガード粒剤 １～２ｇ／株

定植時 植え穴に散布する

※登録内容はラベルを確認して下さい。



病害虫防除
栽培中の病害虫防除
家庭にあるものや食品に含まれるものが原料になった農薬
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種 類 農薬名 倍 率 効果のある病害虫

食品添加物 ムシラップ ５００倍 ハダニ類,アブラムシ類,コナジラミ類,うどんこ病

食品(デンプン) 粘着くん液剤 １００倍 ハダニ類,アブラムシ類,コナジラミ類

食品(炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ) ﾊｰﾓﾒｲﾄ水和剤 ８００倍 うどんこ病、灰色カビ病

スプレータイプの農薬

そのままスプレーするだけの殺虫・殺菌剤

通常の農薬同様、登録のある作物のみに使用して下さい。

【 参 考 商 品 】
ベニカベジタブルスプレー
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ご清聴ありがとうございました


