
ＪＡ秋田ふるさと無料職業紹介所 求人情報一覧表 №84

令和5年5月18日 現在

No 主要作物 作業内容
採用

人数

賃金

形態
賃金

雇用期間

開始日

雇用期間

終了日
労働時間 保険加入 必 要 資 格 就業場所 自動車免許 求人票特記事項

111 菌床椎茸 菌床ブロック製造 2 時給 ¥853 R5.10.25 R6.4.15 8:00 ～16:00 6.5 JA傷害共済

横手市雄物川町

沼館字中助五郎林

100-3

無し
休日：日曜日、祝日、希望日前に相談で対応可

その他：休憩時間は給与に含みません

112 水稲 管理作業 3 時給 ¥900 R5.4.1 R5.10.31 8:00 ～17:00 8 傷害保険 （大型特殊） 大雄字八柏地内 有り（限定無し）

作業内容：水稲→水田管理 花卉→収穫作業

（水稲4～10月末、花卉4～7月）

休日：希望日の3日前に相談で対応可

その他：大型特殊免許あれば時給1000円

115 養蜂 作業全般 1 時給
¥1100

～¥1200
R5.4.1 R6.3.31 8:00 ～17:00 8

湯沢、平鹿、十文

字など日によって

勤務場所が変わり

ます

有り（限定無し）

作業内容：蜂箱の内検査、蜂蜜の採集、養蜂道具の修繕、蜂箱移動

勤務時間：標記よりもばらつきあり

試用期間：有 雇用開始日から3カ月 試用期間中の時給1100円

賃金：変動有

残業：有 時間は不規則 繫忙期1～2日

その他：通勤費、早出食事代、残業手当有り

収穫作業 2 時給 ¥950～ R5.7.20 R5.9.15 5:00 ～12:00 7
十文字町上鍋倉

地内
有り（限定無し） 休日：2日前までに相談で対応可

選別作業 1 時給 ¥950～ R5.7.20 R5.9.15 8:30 ～17:00 6
十文字町上鍋倉

地内
有り（限定無し）

勤務日：毎日作業はない

土日のみ、最低でも週3日の勤務

休日：2日前までに相談で対応可

残業：有 一時間程度 週に1日ほど

賃金：変動有

117 果樹全般 作業全般 1 時給 ¥860 R5.5.20 R5.10.10 8:30 ～17:00 6.5 横手市大沢地内 有り（限定無し）

作業内容：果樹の作業全般、直売所での販売、補助

勤務日：最低でも週3日、土日は勤務必須

勤務時間：変更可能（要相談）

試用期間：有り 雇用開始日から1週間

残業：年に数回程度

118 水稲 管理作業 2 時給 ¥950 R5.5.1 R5.7.31 8:00 ～16:00 7 労災保険
横手市平鹿町

樽見内地内
有り（限定無し）

作業内容：育苗箱の移動、田植え補助、草刈りなど

休日：希望日前日の午前中までに相談で対応可

その他：通勤費は要相談

119 水稲
収穫作業

管理作業
2 時給 ¥950 R5.8.1 R5.10.31 8:00 ～16:00 7 労災保険

横手市平鹿町

樽見内地内
有り（限定無し）

作業内容：籾運搬、乾燥調製、草刈りなど

休日：希望日前日の午前中までに相談で対応可

その他：通勤費は要相談

就業時間

【中⾧期短期雇用】

116 花き
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120 水稲 管理作業 1 時給 ¥855 R5.5.1 R5.5.31 8:00 ～17:00 7   （大型特殊）
横手市十文字町

睦合地内
有り（限定無し）

作業内容：管理作業

試用期間：あり 雇用開始日から一週間

休日：日曜日、天気の悪い日、希望日前に相談で対応可

残業：あり 一時間程度

121 椎茸 管理作業 1 時給 ¥880 R5.4.1 R6.3.31 8:00 ～17:00 8

雇用保険

健康保険

厚生年金

秋田県横手市十文

字町十五野新田
有り（限定無し）

昼休み60分を除く休憩時間（午前15分午後15分）計30分は労働時間

に含む

作業は、菌床しいたけのほか、水稲の管理作業もあり

休日は、日曜日のほか希望により相談対応

122 水 稲 田植 6 時給 ¥1,000 R5.5.15 R5.5.31 8:00 ～17:00 8 木下集落付近 有り（限定無し）
作業内容：田植え作業、補助作業

その他：昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

123 りんご 摘果作業 2 時給 ¥860 R5.5.29 R5.6.20 8:00 ～17:00 8 横手市安田地内 無し

作業内容：りんごの摘果作業

試用期間：有り1週間

休日：日曜日のほか、希望により対応

短期（1日単位）での受入も可能

昼休み60分を除く休憩時間（午前30分午後30分）計60分は労働時間

に含む

124 りんご 葉摘み作業 2 時給 ¥860 R5.9.25 R5.10.20 8:00 ～17:00 8 横手市安田地内 無し

作業内容：りんごの葉摘み作業（脚立作業あり）

試用期間：有り1週間

短期（1日単位）の受入可能

昼休み60分を除く休憩時間60分は労働時間に含む

125 水 稲 管理作業 3 時給 ¥1,000 R5.4.10 R5.11.30 8:00 ～17:00 8
横手市平鹿町樽見

内周辺
有り（限定無し）

作業内容：水稲、西瓜、枝豆、カリフラワーの管理作業、トラク

ター運転など

勤務時間と休日：要相談で希望に応じて調整可

試用期間：有 1週間

昼休み60分を除く休憩時間30分（午前15分午後15分）は労働時間に

含む

129 水 稲 作業全般 1 時給 ¥1,000 R5.5.15 R5.10.5 8:00 ～17:00 7 横手市大森町地内 有り（限定無し）

作業内容：稲作関連（除草・田植え・稲刈り等）

試用期間：有 1週間

賃金：作業終了後、現金支払い

休日：要相談

昼休み60分を除く休憩時間（午前30分午後30分）は労働時間に含む
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131 きゅうり 収穫作業 13 時給 ¥930 R5.6.1 R5.9.30 十文字町越前 無し

勤務時間帯は①5時～7時②7時～12時③15時～18時 希望による

残業の場合あり

休日はシフトにより不定休、要相談対応

会社員、自宅で農業をしている方も大歓迎

出勤前の時間帯や夕方のみなど希望時間帯で調整可能

選外品の持ち帰りあり

133 水 稲
種まき

田植作業補助
1 時給 ¥900 R5.4.14 R5.5.31 8:00 ～17:00 8 横手市睦成周辺 有り（限定無し）

作業内容：種蒔き作業、田植作業補助

試用期間：有 1週間

休日：要相談

その他：昼休み60分を除く休憩時間30分は賃金に含む

土日等、会社勤めの方の副業受入可能

135 水 稲 田植 1 時給 ¥900 R5.5.15 R5.6.10 8:00 ～17:00 8
横手市平鹿町醍醐

周辺
有り（限定無し）

 作業内容：田植え作業補助

 試用期間：有 1週間

 休日：休み希望日の2日前まで要相談

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

137 水 稲 田植 2 時給 ¥900 R5.5.20 R5.5.31 8:00 ～17:00 8
横手市十文字町十

五野新田周辺
有り（限定無し）

作業内容：苗運搬、田植え作業補助

試用期間：無し

休日：要相談

賃金：雇用期間終了後、現金支払

残業の場合は、時給+150円で支払

昼休み60分を除く休憩時間（午前午後各30分）は労働時間に含む

139 水 稲 田植 2 時給 ¥1,000 R5.5.10 R5.6.10 8:30 ～17:30 8 JA傷害共済 横手市杉沢地内 有り（限定無し）

作業内容：田植え作業補助（軽トラを運転する場合あり）

試用期間：無し

休日：要相談

昼休み60分を除く休憩時間60分（AMPM各30分）は労働時間に含む

会社員の副業等、希望による日程調整可能

141 水 稲 作業全般 1 時給 ¥900 R5.5.17 R5.8.10 8:00 ～17:00 8
横手市雄物川町周

辺
有り（限定無し）

作業内容：水稲（田植え）西瓜（マルチ作業、定植、収穫作業）

試用期間：無し

休日：不定休（ただし週1回は休み、相談に応じる）

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

休憩の賄いあり、選外品持ち帰りOK

①5時～7時

②7時～12時

③15時～18時

など要相談
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142 きゅうり 収穫作業 1 時給 ¥900 R5.5.20 R5.9.30 横手市大森町 有り（限定無し）

 作業内容：きゅうりの収穫作業

 勤務時間：①4時～8時②15時～17時 または要相談による

 試用期間：有 1週間

 賃金：月末締め10日口座振込のほか本人の希望により対応します

 休日：要相談

 昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

選外品お持ち帰りの場合あり

143 ねぎ 収穫作業 2 時給 ¥900 R5.4.20 R5.11.30 8:30 ～17:30 8 横手市婦気大堤 有り（限定無し）

作業内容：ねぎのほか西瓜もあり、収穫・皮むき・箱詰め・定植作

 業など

 試用期間：有 3日間

 休日：基本日曜日は休みですが、要相談で対応

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

144 ねぎ 収穫作業 3 時給 ¥870 R5.7.10 R5.11.30 8:00 ～17:00 8
横手市上八丁字村

東
有り（限定無し）

作業内容：ねぎの収穫、出荷調整、管理作業

試用期間：有 1週間

賃金：毎月月末締め翌月5日現金支払い

休日：基本毎週金曜日、その他2日前まで要相談対応

野菜ほか選外品お持ち帰りの場合あり

昼休み60分を除く休憩時間40分は労働時間に含む

145 水 稲 田植 1 時給 ¥900 R5.5.17 R5.6.5 8:00 ～17:00 8
増田町熊渕、三又

地内他
有り（限定無し）

作業内容：田植え（苗の運搬作業）

試用期間：無

賃金：月末締め翌月25日口座振込

休日：要相談

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

147 しいたけ
菌床ブロック

製造
1 時給 ¥900 R5.4.17 R5.6.25 8:00 ～15:30 6.5 平鹿町浅舞

作業内容：菌床ブロック製造、配置、出荷（フォークリフト操作）

勤務時間：基本8時～15時30分（フレックスタイムで早朝勤務の場合

あり）

試用期間：無し

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

148 スイカ 収穫作業 2 時給 ¥1,000 R5.7.20 R5.8.20 8:00 ～17:00 8
横手市平鹿町浅舞

字⾧沼東
有り（限定無し）

作業内容：西瓜収穫作業、箱詰め作業

試用期間：無

休日：希望日の2日前まで要相談

昼休み60分を除く休憩時間30分は労働時間に含む

選外西瓜のお持ち帰りあり

149 ほうれん草 収穫作業 1 時給 ¥853 R5.6.1 R5.11.30 8:00 ～17:00 8 互助会加入 十文字町越前地内

作業内容：ほうれん草の収穫、栽培管理

試用期間：有 1週間

休日：日曜日のほか希望が有れば事前に要相談

選外品お持ち帰りの場合あり

①4時～8時

②15時～17時

など要相談
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150 しいたけ 収穫作業 2 時給 ¥860 R5.5.1 R6.3.30 8:00 ～17:00 8
平鹿町醍醐字中篭

田

 作業内容：椎茸の収穫、管理作業

 試用期間：有 1週間

休日：要相談

151 スイカ 収穫作業 1 日給 ¥9,500 R5.7.27 R5.8.6 8:00 ～17:00 7 雄物川町上西野 有り（限定無し）

 作業内容：西瓜の収穫、定植、玉返し

 賃金：日給による9,500円～11,500円面接時決定

 休日：期間中はなし、希望ある場合は要相談

 昼休み60分を除く休憩時間は労働時間とみなす

 その他：自動車免許（限定なし）軽トラ運転の場合あり

力仕事のため男性希望

152 畜産 作業全般 1 時給 ¥1,000 R5.5.10 R6.3.30 8:00 ～17:00 8
フォークリフト

大型特殊

自動車中型

大森町上溝字船沢 有り（限定無し）

作業内容：主として養豚の出荷運搬（4トン車運転で食肉公社まで）

合間に水稲や園芸品目などの農作業の場合あり

勤務時間：基本8時～17時、天候や作業状況で時短の場合あり

試用期間：有り

休日：土日基本だが農繁期は別途相談、希望のある場合も事前に相

談で対応

153 種苗 管理作業 1 時給 ¥860 R5.5.15 R5.6.30 9:00 ～17:00 7 雄物川町柏木 無し

作業内容：花苗の調整、出荷作業

勤務時間：9時～17時

試用期間：有1日

休日：週4日（勤務は週3日）

154 種苗 管理作業 1 時給 ¥900 R5.7.10 R5.8.31 9:00 ～17:00 7 雄物川町柏木 無し

作業内容：野菜苗の生産（種蒔き、定植、調整、出荷作業）

試用期間：有1日

勤務時間：9時～17時

休日：希望日の2日前まで要相談

※求人数は67名です。

※本表は毎週木曜日締め金曜日配信しております。

P.5


