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教育旅行にドイツが選ばれる理由

平和教育

教育旅行

サステイナビリティ

への取り組み



SDGs達成度

ドイツは世界第４位

sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2021/



ドイツが世界的に優位に立つ環境保護活動
日本から多くの環境視察旅行需要がある

交通問題

モビリティ

Munich: Moblity station Münchener
Freiheit © LHM / MVG, Christine Blei

Munich: Moblity station Münchener Freiheit
© LHM / MVG, Christine Blei

Leipzig: City Tunnel Leipzig, 
Station Wilhelm-Leuschner-Platz

© Andreas Schmidt

Hamburg: HafenCity development
© DZT/photodesign Ingo Boelter

Hamburg: Panorama of the HafenCity   
© DZT/Jochen Knobloch

Frankfurt/Main: Skyline, European Central 
Bank © DZT/Jochen Keute

省エネ効率の高い

建造物や家屋

再生可能

エネルギー

Munich: Geothermal power station in 
Munich-Sauerlach © SWM

観光国ドイツにおけるサステイナビリティ

©Getty images_Alexander Kirch_EyeEm



© Scandic Hotels

© Mattlihüs

多くのホテルやレストランが環境問題への取り組みを本格化

公的な環境認証を得ることで、高い水準での取り組みを実現

例）
-地産地消の促進

-自家発電でエネルギーをまかなう

-環境推進パートナーとの魅力ある観光プログラムの構築
(例: 国立公園など）

宿泊施設におけるサステイナビリティ



都市におけるグリーンツアー
環境に配慮した観光アクティビティ

Tempelhofer Feld © visitBerlin, Foto: Philip Koschel

ガイドツアー
徒歩、サイクリング、セグウェイや公共交通機関を
利用した都市観光ガイドツアー

グリーンオアシス: 
緑地公園、アーバンガーデニングプロジェクトなど..

環境視察プログラム: 
再生可能エネルギー、 都市計画、交通問題など ..

アーバンイノベーション: 
アップサイクリング、トランジションタウンなど..

DIY-Tours: 
地産地消食べ歩きツアー、クッキング体験、リペアカフェ、
青空市場めぐりなど ...

© Mattlihüs

©visit.Berlin 

©visit.Berlin 



© Günter Standl

ドイツ観光局 活動の一例:
• サステイナブルツーリズムのウェブサイト作成
• メディアやインフルエンサーの取材
• 観光局主催行事をグリーンイベント化
• 関連テーマの動画作成・公開
• 世界各国の国際観光コンベンションへの出展
• 印刷物による観光パンフレットの廃止
• 観光情報提供手段の完全オンライン化
• 世界各国のドイツ観光局海外拠点が独自のPR活動

UNWTO国連世界観光機関とのパートナーシップ

ドイツ観光局
“International Year of Sustainable
Tourism for Development 2017“

ドイツ国内
サスティナブル「56」スポット

厳選ノミネート



geprüfte Barrierefreiheit, 
www.reisen-fuer-alle.de

Nachhaltigkeitskodex der 
deutschsprachigen Veranstaltungsbranche, 
www.fairpflichtet.de

Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen
www.dgnb.de

weltweites Programm zur Zertifizierung 
und Leistungsverbesserung speziell 
für die Reise- und Tourismusindustrie
www.greenglobe.com

Bundesdeutscher Arbeitskreis für 
Umweltbewusstes Management e.V,
www.baumev.de

TourCert Siegel für Nachhaltigkeit und 
Unternehmensverantwortung im Tourismus
www.tourcert.org

Viabono Auszeichnung 
für umwelt- und klimafreundliches Reisen
www.viabono.de

Zusammenschluss ökologischer Hotels 
innerhalb sechs europäischer Länder
www.biohotels.info

Europaweite Zertifizierung der 
Umweltfreundlichkeit von Hotels und 
Hotelgruppen
www.ehc-hotels.com

Project Highlights of Sustainable Destination Germany

サスティナブルにおける様々な認証の一例
Sustainable Certification



平和教育と国際理解

東西ドイツの国境を見学

平和革命の町ライプツィヒ



ドイツ各地のサステイナビリティ



 村全体がBIO認証取得

 ザクセンスイス国立公園、ボヘミアンスイスの入り口とい
う立地で、多様な環境保全の取り組み

- バウビオロギー（健康や環境に配慮した建築）
- ECOエネルギーの活用
- エレクトロスモッグを削減する部屋

 地元に根ざしたオーガニックフード

- ザクセンスイスで最初のオーガニックパン
- ザクセンスイスのBIO農家

 伝統と文化の保全を意識した製粉所やビール醸造所の視察

 展望サウナ、浴場、ハイキングなど通年プログラム

詳細: www.schmilka.de

ザクセンスイス国立公園とBIOの村
Refugium シュミルカ

© Albergo GmbH, Foto Thorsten Rogge 

DESTINATIONEN / SACHSEN



DESTINATIONEN/ BRANDENBURG 

 ローカル企業、家庭、地域社会における再生可能エネル
ギー包括コンセプト

 施設見学と見学ツアープログラム

 再生可能エネルギーに基づくエネルギー供給経路

 エネルギーフォーラム フェルトハイム
- 会議・セミナー会場、常設展および特別展
- Eバイクの貸し出し

 エネルギーをテーマとした学校教育プロジェクト

詳細: www.nef-feldheim.info

エネルギー完全自立の村
フェルトハイム

© Energiequelle GmbH



©  DZT - Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./ Saskia Wehler, Photography

 欧州最大の都市開発プロジェクト

 面積の24％を公の広場として利用
例） エルププロムナード

 ウォーキングとサイクリングで楽しめる街づくり

 建築分野におけるドイツ初のサスティナブル認証制度
「 Umweltzeichen Hafen City」発足

 革新的な熱エネルギーコンセプトの確立
例） 太陽熱の活用

 公共スペースの増設: 社会、文化、政治的交流の推進

 Osakaalle(大阪通り)の展示館「大阪9、持続性パビリオ
ン」 ハーフェンシティ都市開発、開発前後の様子等を常
設展示

詳細:  www.hafencity.com

DESTINATIONEN/ HAMBURG 

都市開発ハ－フェンシティ



アイフェル環境ツアー

 北アイフェル地方の環境にやさしい旅行プランとコミュニ
ケーションプロジェクト

 北アイフェル自然公園と近郊地域パートナーの協力

 環境エネルギーサイクリングツアー:
再生可能エネルギー施設見学

 サステイナブルモビリティへの取り組み

 地域ブランドを提供する環境にやさしい飲食店

 アイフェル・バリアフリーとの協力体制

 州主導の環境保護プロジェクト:「環境Expo.NRW」

 詳細: www.klimatour-eifel.de

©  Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./ Stijn Van Hulle

DESTINATIONEN/ NORDRHEIN-WESTFALEN 



KULTUR/ NIEDERSACHSEN

グリーンレベル
 サステイナビリティをテーマに掲げたアウトシュタッ
ト常設展

 近未来ビジョンを見据え、機能性を備えたサステイナ
ブルモビリティ

 自分の生活消費量が視覚で分かる体験型展示

 カーボンニュートラルにフォーカスした素材で建設す
る新しい展示場

 アウトシュタット内のレストラン:
地域で採れる有機野菜を奨励

 ISO 50001 認証

 詳細: www.autostadt.de/autostadterkunden/
konzernforum/level-green

© Müller, Nils Hendrik/ Autostadt in Wolfsburg



フライブルク市 12のサスティナビリティ政策目標を設定

 地球温暖化 緩和目標:
2050年までのカーボンニュートラル実現

 「気候保全連邦の首都」としての認証を取得 (2010)

 エネルギーマネージメントへの技術革新:
- 環境に配慮した新市庁舎
- エネルギーに関する市民への無料相談サービス

 „Green Industry Park Freiburg“:
産業都市として最大かつ最古フライブルクの
サスティナビリティへ向けた革新的再建

 子供達に向けたBIO: 
地元産物を取り入れた学校での食教育

 学術・研究機関: 
フラウンホーファー研究所、フライブルク大学

 詳細: www.freiburg.de/greencity

グリーンシティフライブルク

STÄDTE/ BADEN-WÜRTTEMBERG 

© Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./ Francesco Carovillano



フライブルクでの視察実例

© Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./ Francesco Carovillano

STÄDTE/ BADEN-WÜRTTEMBERG 

１、ライフスタイルと消費スタイル
生活者の意識について考える
ドイツ自然保護環境連盟や民間グループへの視察

２、都市計画と都市開発
環境に配慮した町作り
ヴォーヴァン団地の視察
Green Industry Park
高層マンションにおけるパッシブ建築

３、交通対策とモビリティ政策
市内乗用車の削減
公共交通機関や自転車利用者を増やす
ヨーロッパ最優秀賞を獲得した政策について

４、メディカル政策
森の中の小児がんリハビリ施設「カタリーネンホフ」
保険会社とのタイアップで家族が一緒過ごす

５、環境教育の場
エコステーションでの体験プログラム



日本向けコーディネーターの紹介

環境都市フライブルクおよび近郊地域の
視察･教育旅行コーディネーター

OSM International Consulting Service
Stephanienstr.7
79100 Freiburg Germany

TEL:+49(0)761 70 22 89
FAX:+49(0)761 75 62 2
担当者: 前田
E-Mail: osm.maeda@t-online.de



ドイツ観光局Micrositeのご紹介



サステイナブルなドイツの旅 FEEL GOOD

https://www.germany.travel/en/ms/feel-good/sustainability.html



バリアフリーなドイツの旅

https://www.germany.travel/en/ms/barrier-free-travel/experience-barrier-free-travel-in-germany.html



Thank you for your
attention!

www.germany.travel/
sustainability

© DZT / Florian Trykowski


