
都道府県で制作された農泊動画の一覧
（令和３年２月８日時点）

都道府県名 市町村名 地域の名称 動画公開年月日
再生回数
単位：回

動画の一言概要 URL（YouTube又はHP）

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 214稲刈り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36672

秋田県 秋田市・男鹿市（取材先） － 平成30年4月19日 216初めての釣り体験
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36670

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 56秋田のいちご
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36675

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 67山菜
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36681

秋田県 秋田市（取材先） － 平成30年4月19日 78雪国のりんご園
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36692

秋田県 能代市（取材先） － 平成30年4月19日 93秋田杉
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36683

秋田県 男鹿市・八峰町（取材先） － 平成30年4月19日 79秋田の魚
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36687

秋田県 大仙市（取材先） － 平成30年4月19日 211ツリークライミング
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36682

秋田県 北秋田市（取材先） － 平成30年4月19日 71紅葉トレッキング（フットパス）
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36671

秋田県 由利本荘市（取材先） － 平成30年4月19日 50鳥海山（フットパス）
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36673

秋田県 北秋田市（取材先） － 平成30年4月19日 93雪山トレッキング
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36691

秋田県 三種町（取材先） － 平成30年4月19日 121巻き寿司づくり体験
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36548
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都道府県で制作された農泊動画の一覧
（令和３年２月8日時点）

都道府県名 市町村名 地域の名称 動画公開年月日
再生回数
単位：回

動画の一言概要 URL（YouTube又はHP）

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 66命をいただく
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36685

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 52農家民宿でおにぎりづくり
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36684

秋田県
男鹿市・由利本荘市（取材
先）

－ 平成30年4月19日 256ハタハタ釣り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36688

秋田県 横手市（取材先） － 平成30年4月19日 285冬の保存食
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36690

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 97雪と生活
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36686

秋田県 仙北市（取材先） － 平成30年4月19日 38秋田内陸線
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36693

秋田県 秋田市（取材先） － 平成30年4月19日 1008やまはげ
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36689

秋田県 羽後町（取材先） － 平成30年4月19日 83秋田の休日
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/36694

秋田県 北秋田市（取材先） － 令和元年9月12日 149森吉山トレッキング
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44733

秋田県 男鹿市・大潟村（取材先） － 令和元年9月12日 89男鹿半島・大潟ジオパーク
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44744

秋田県 北秋田市（取材先） － 令和元年9月12日 157山菜採り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44728

秋田県 三種町（取材先） － 令和元年9月12日 84じゅんさい
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44731
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都道府県で制作された農泊動画の一覧
（令和３年２月8日時点）

都道府県名 市町村名 地域の名称 動画公開年月日
再生回数
単位：回

動画の一言概要 URL（YouTube又はHP）

秋田県 大館市（取材先） － 令和元年9月12日 38りんご
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44738

秋田県 羽後町（取材先） － 令和元年9月12日 90田植え
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44741

秋田県 大館市（取材先） － 令和元年9月12日 24中山蕎麦
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44734

秋田県 大館市（取材先） － 令和元年9月12日 46きりたんぽ
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44736

秋田県 潟上市（取材先） － 令和元年9月12日 47佃煮
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44739

秋田県 北秋田市（取材先） － 令和元年9月12日 29山菜料理
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44745

秋田県 秋田市（取材先） － 令和元年9月12日 71農家レストラン（ゆう菜家）
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44746

秋田県 由利本荘市（取材先） － 令和元年9月12日 56天寿酒造
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44757

秋田県 羽後町（取材先） － 令和元年9月12日 241西馬音内盆踊り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44747

秋田県 横手市（取材先） － 令和元年9月12日 207横手かまくら祭り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44748

秋田県 男鹿市（取材先） － 令和元年9月12日 332なまはげ柴灯祭り
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44749

秋田県 大仙市（取材先） － 令和元年9月12日 109刈和野の大綱引き
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44751
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都道府県で制作された農泊動画の一覧
（令和３年２月8日時点）

都道府県名 市町村名 地域の名称 動画公開年月日
再生回数
単位：回

動画の一言概要 URL（YouTube又はHP）

秋田県 五城目町（取材先） － 令和元年9月12日 84五城目朝市
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44752

秋田県 羽後町（取材先） － 令和元年9月12日 95花嫁道中
https://www.pref.akita.lg.jp/p
ages/archive/44753

宮城県
みやぎのＩＮＡＫＡで遊ぼう
泊まろうーみやぎの農泊
サイトー

平成31年4月1日 518

みやぎの農泊女子旅編（丸森
町）
女子3人が丸森町で野菜の収穫
体験，農家民宿など体験

https://youtu.be/muOYKl9Ty
tA
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