
職員採用試験実施のお知らせ職員採用試験実施のお知らせ
１．採用予定日
　　令和５年４月１日
２．職種及び採用予定人員
　①　基幹職（企画管理・金融・共済・営農・経済・農機の各部門）
　　　令和５年度（新卒者及び社会人経験者）　　…　若干名
　②　福祉専門職（福祉介護課いなほの里介護員）
　　　令和５年度（新卒者）　　　　　　　　　　…　　１名
３．応 募 資 格
　①　令和５年３月で下記の学校を新卒の者、及び下記の学校卒業者で令和５年３月31日現在で35歳

以下の方
　　１）大学卒業（新卒者を含む）の者
　　　　　昭和62年４月２日から平成13年４月１日まで生まれた者
　　２）短大・専門学校卒業（新卒者を含む）の者
　　　　　昭和62年４月２日から平成15年４月１日まで生まれた者
　　３）高校卒業（新卒者を含む）の者
　　　　　昭和62年４月２日から平成17年４月１日まで生まれた者
４．申込み方法
　①　応募（受験申込書）用紙の交付
　　　本店（企画管理部人事審査課）及び各支店で交付する。
　　　※右記、ＱＲコードから読み取りダウンロード頂くか、当組合の
　　　　ＨＰから取得可能
　②　応募期間
　　１）【大学・短大・専門学校卒業（新卒者を含む）】
　　　　　令和４年８月15日（月）～ 令和４年９月９日（金）
　　２）【高校卒業及び高校新卒者】
　　　　　令和４年９月５日（月）～ 令和４年９月９日（金）
　③　応募書類
　　【大学・短大・専門学校卒業（新卒者を含む）、高校卒業の者の場合】
　　　・受験申込書（３ヶ月以内撮影の縦4.0㎝、横3.0㎝の写真添付）　・履歴書
　　　・卒業（見込）証明書
　　　・学業成績証明書（令和５年３月卒業予定者の場合）

※受験申込書、履歴書は当組合で交付する用紙を使用すること。また、受験票用の写真（受験申
込書と同じもの）１枚が必要です。申込み手続き終了後、受験票を交付します。

　　【高校新卒者の場合】
　　　・受験申込書（３ヶ月以内撮影の縦4.0㎝、横3.0㎝の写真添付）　・履歴書（全国統一様式）
　　　・卒業見込証明書　　・調査書（※学業成績証明書でも可）

※受験申込書は当組合で交付する用紙を使用すること。また、受験票用の写真（受験申込書と同
じもの）１枚が必要です。申込み手続き終了後、受験票を交付します。

５．選考試験日
　①　一次試験（筆記）
　　【大学・短大・専門学校卒業者（新卒者を含む）】【高校卒業及び高校新卒者】
　　１）日　　　程　　令和４年９月16日（金）午前８時30分受付
　　２）場　　　所　　ＪＡあきた白神本店（能代市字一本木47番地）
　　３）試 験 内 容　　一般教養、適正検査、小論文または作文
　②　二次試験（面接）
　　【一次試験合格者】【福祉専門職】
　　１）日　　　程　　令和４年10月４日（火）実施予定
　　２）場　　　所　　ＪＡあきた白神本店（能代市字一本木47番地）

　令和５年度採用の職員について、下記により採用試験を実施します。

ＱＲコードから所定様式の
ダウンロードが可能です。

あきた白神農業協同組合 人事・審査課 ☎0185－58－3000㈹
《お問い合わせ先》　能代市字一本木47番地

お問い合わせ先：ＪＡあきた白神無料職業紹介所（営農部　営農企画課内）
〒 ０１６－０１０２　能代市字一本木 ４７ 番地　０１８５ － ７４ － ８３４５

ＪＡあきた白神　無料職業紹介事業のご紹介

　無料職業紹介所とは、農業をお手伝いしたい方（求職者）と働き手を求める農家組合員（求人者）
を募集し、ご希望の条件に沿ってマッチングを行います。登録料や申込費用、紹介料等の費用は一
切かかりません。

○無料職業紹介所

　１日農業バイト「デイワーク」とは、生産者と働きたい方を１日単位で
結びつけるサービスです。これまでの数週間～数か月単位の連続した雇用
ではなく、農繁期だけの募集や働きたい日に応募することができます。
　生産者が「デイワーク」を利用するとその地域に住む方々や本業を持っ
ている方が休日を利用して手伝ってくれるようになります。

○１日農業バイト「デイワーク」（スマートフォンアプリ）

無料職業紹介所の仕組み

①求人票の作成
・野菜の定植や収穫作業
・出荷作業（結束・箱詰め等）

①求職票の作成
・短時間の就業
・期間雇用　等

④面接
⑤採用
⑥雇用農家組合員

（求人者）
働きたい方
（求職者）

②求人・求職受付登録
③求職者・求人者の紹介

ＪＡあきた白神
無料職業紹介所

（紹介・雇用のマッチング）

受付から雇用までの流れ

求人票に雇用期間や
仕事内容を記入

①求人票の作成

募集のあった求人者
を紹介

③求職者の紹介

②求人登録

日程調整後に面接

④面接

面接を経て採用・不
採用の決定

⑤採用

⑥雇用

希望の勤務地域など
を記入

①求職票の作成

求人先の紹介

③求人者の紹介

②求職登録

・�求職数と求人数に偏りがあ
る場合等は、紹介に至らな
い可能性があります。
・�賃金は秋田県の最低賃金以
上が条件となります。
・�求人者はＪＡあきた白神の
組合員に限ります。

働き手を探す 仕事を探す

↓インストールはこちら

天秤座天秤座（9・23〜10・23）　（9・23〜10・23）　あれこれ気になって落ち着きませんが上昇運。流れに乗って行けば大丈夫です。迷ったときは初心に返って選択をあれこれ気になって落ち着きませんが上昇運。流れに乗って行けば大丈夫です。迷ったときは初心に返って選択を蠍座蠍座（10・24〜11・22）　（10・24〜11・22）　心配事は杞憂（きゆう）に終わりそう。会話の機会を多く持つよう心がけて。おけいこ事やセミナー参加にツキ心配事は杞憂（きゆう）に終わりそう。会話の機会を多く持つよう心がけて。おけいこ事やセミナー参加にツキ15 14
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　組合員、地域住民とのふれあいを目的に３年ぶりに開催される「白神の里」
ＪＡまつり。
　今年は、３月に竣工したばかりのＪＡあきた白神本店を会場に開催します。

楽しみポイント③
　テント村では、縁日コーナーや、缶バッ
チ手作り体験など盛りだくさん。
　お腹が空いたら、鶴形そばや各種キッチ
ンカーで満たされてください。
　ＪＡまつり名物の「白神ねぎ一本焼き」
無償提供は品切れ必須の大人気です！

楽しみポイント①
　今回総合司会を務めて頂くのは、全国ネットのラジオ番組
「ＯＨ！　ＨＡＰＰＹ　ＭＯＲＮＩＮＧ」のパーソナリティを４年間務
め、現在はＦＭ秋田「ｎｅｗｓ　ｍｉｘ」水曜パーソナリティの他
多方面で活躍する能代市二ツ井町出身「藤田ゆうみん」さん。

楽しみポイント②
　ステージショーでは、東能代幼稚園児
によるかわいいお遊戯や、よさこい、郷
土芸能など多くのステージイベントを用
意しました。

楽しみポイント④
　各部アトラクションでは、来場者のみな
さんが参加できるイベントを今回も用意し
ました。
　豪華賞品が当たる大抽選会や大盛り上が
りのせり体験などを行います。
　新鮮な野菜や果物をぜひせり落としてく
ださい。

ふわふわ遊
具も

ふわふわ遊
具も

やってくる
！

やってくる
！

令和４年８月２７日　10：00～令和４年８月２７日　10：00～

202220222022「白神の里」ＪＡまつり「白神の里」ＪＡまつり「白神の里」ＪＡまつり
みんなおいでよ !!みんなおいでよ !!みんなおいでよ !!ご家族とご家族とご家族と

ご近所の皆さんとご近所の皆さんとご近所の皆さんと
老若男女老若男女老若男女

※新型コロナウイルス感染症対策を万全に皆さまのご来場をお待ちしております。※新型コロナウイルス感染症対策を万全に皆さまのご来場をお待ちしております。

こんな方をお待ちしてます♪

令和５
年度か

ら

大豆生
産組合

は

『大 豆
部 会』

に

リニュ
ーアル

!!

大豆圃場現場巡回
大豆情報の提供・その他研修活 動 内 容

2,000 円（年）部　会　費

ＪＡあきた白神の組合員で、
大豆栽培されている方対　　　象

ＪＡあきた白神大豆生産組合
　事務局　大山真純美（営農企画課）☎0185-74-8345

お問い合わせ・お申込み

大豆品質を良くしたい！✓□
雑草対策に悩んでいる！✓□
栽培管理技術を向上したい！✓□
病害虫防除適期を知りたい！✓□

初心者大歓迎！

大豆圃場巡回研
修

大豆圃場巡回研
修

大豆圃場巡回研
修

大豆播種作業大豆播種作業大豆播種作業

大豆生産組合大豆生産組合大豆生産組合
会員募集中!会員募集中!会員募集中!

　会員でない大豆生産者の皆さん
もご遠慮なくご参加ください！
　ご不明な点がございましたら、
下記までお問い合わせください。

と　き：８月２２日（月）
　　　　１３：３０～
ところ：本店会議室１

大豆圃場巡回研修　開催大豆圃場巡回研修　開催大豆圃場巡回研修　開催

射手座（11・23〜12・21）　運勢は波乱含み。気を引き締めていきましょう。大事なことは念を入れて確認を。連絡手段の確保も重要です山羊座（12・22〜1・19）　努力が実を結び結果を出せます。さらに上を目指して歩みを進めましょう。意思表明すれば協力者も集まるはず17 16
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行 事 予 定
８月１７日　支店運営協議会（のしろ東）
８月２７日　２０２２「白神の里」ＪＡまつり
８月３０日　支店運営協議会

（のしろ北、二ツ井、藤里）

Ｊ Ａ 概 況
ＪＡ概況 Ｒ４年７月末 Ｒ３年７月末

貯 金 ４３９億５，１４３万円 ４３４億３，５８２万円
貸 出 金 ６２億４，６４２万円 ６２億５，７８７万円
出 資 金 ２０億９３５万円 ２０億６，４７２万円
正 組 合 員 ３，４８８人 ３，６１１人
正組合員戸数 ３，３６８戸 ３，４８５戸
准組合員（個人） ３，４１３人 ３，４０４人
准組合員（団体） １４７ １４７

青 果 物 販 売 実 績
青果物販売高 Ｒ４年７月末 Ｒ３年７月末
白 神 ね ぎ ８３，１６６千円 ７４，１１７千円
白 神 山 う ど １４，２２６千円 １４，６３５千円
白神みょうが ─ ─
白神きゃべつ ４０，１０２千円 ３６，２９４千円
アスパラガス ２，５５８千円 ３，５６６千円
そ の 他 １６，９３９千円 １６，９６２千円
青 果 物 合 計 １５６，９９１千円 １４５，５７４千円

７月２７日開催
【報告事項】
◇庶務行事について
◇６月末経営実績について
◇組合員の異動について
◇支店運営協議会の開催について
◇２０２２「白神の里」ＪＡまつりの開催について
◇コンプライアンス関係点検結果報告並びに改
善方針について

◇事務ミス等の発生状況について
◇ＪＡバンク基本方針に基づく『体制整備モニ
タリング報告』について

◇内部監査の結果について
◇令和４年度監事報酬の配分について
◇員外貸付の実績について
◇令和４年度第１四半期余裕金運用状況につい
て

◇令和３年産全農委託米と直接販売米の販売数
量変更について

◇令和４年産米販売方針について
◇令和４年産大豆出荷契約について
◇令和４年産そば出荷契約について
【案　　件】
◇信用ディスクロージャーについて
◇旧本店ならびにのしろ東支店の売却について
◇理事会規程の一部変更について
◇令和４年度理事報酬の配分について
◇事務リスク管理規程の一部改正について
◇令和４年度第２四半期余裕金運用方針・計画
について

◇大口貸付者決定について
◇農産物検査組織規程の検査員名簿の一部変更
について

７ 月 の 理 事 会

　当ＪＡでは、電話による皆様からのさまざまな
苦情や相談を受付する専用窓口を設置しておりま
す。寄せられた苦情や相談などに対し誠実に対応
してまいりますので、遠慮なくご利用下さい。

連絡先（フリーダイヤル）
０１２０-９１８-３７１０１２０-９１８-３７１

ＪＡ相談窓口をご利用下さい

ＪＡ共済事故受付センター
0120-258-931

◎�営業時間内は0185-74-8442（共済課）までご連
絡ください。

万が一、事故が起きたとき

ＪＡバンク・キャッシュカード紛失共同受付センター
0120-411-180

ＪＡカード一体型をなくしたとき
0120-159-674

◎営業時間内は各支店窓口にお問い合わせください。

キャッシュカードをなくしたとき

ＪＡあきた白神の組合員の皆様へ

ＪＡクミアイプロパン あきた県北販売所 TEL.0185－70－1361

魚座（2・19〜3・20）　不安を感じるなら取りやめを。先読みがさえています。周囲の動きに惑わされず淡々とやるべきことを進めて 水瓶座（1・20〜 2・18）　目先の利益にとらわれず大局を見て。実力発揮の好機。大胆な作戦も吉と出ます。これまでの経験を生かすとき19 18
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