農林漁業求人情報
◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。
◎面接には、ハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎パート労働者以外の賃金は、月額の表示となっています。また、労働時間によって記載されている各種
社会保険に加入できない場合があります。
◎ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済みとなっている場合が
あります。その場合はあしからずご了承ください。
◎紙面枠の都合上、求人情報のすべてが表示されていません。詳しくは求人票でご確認ください。

平成30年1月16日発行
雇用形態/職種/雇
用期間

正社員
養鶏場の飼養管
理

雇用期間の定めなし

正社員
（農）農場作業員

正社員
農場作業員（農）
（出向）

雇用期間の定めなし

正社員
養鶏場の飼養管
理

雇用期間の定めなし

正社員
農場作業員

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

・養鶏場での飼育管理・清掃
＆管理、データ記録作業・機
械のメンテナンス、ワクチン作
業など＊未経験者歓迎＊長期
間勤務できる方＊大型自動車
免許もしくはけん引免許をお持
ちの場合、配送業務もお願いし
ています（距離に応じて別途手
当有／詳細は面接にて）

日給

採用人数： 2人

【主な業務内容】・種鶏農場で
の飼育管理、温度・換気点灯
などの環境管理、衛生管理を
行っていただきます。＊日・祝
日、長期勤務出来る方歓迎致
します。

採用人数： 1人
【主な業務内容】・農場での飼
育管理全般・採卵鶏の飼育環
境管理（温度、換気、点灯）・
採卵鶏の栄養管理（飼料給
餌、体重・卵重コントロール）・
養鶏現場（農場、ＧＰ、孵卵
場）の衛生管理＊日、祝日勤
務出来る方歓迎＊大型免許
又はけん引免許のある方は配

採用人数： 3人

・農場での飼養管理全般（見
回り、清掃、消毒、設備保守
等）・卵の収卵、洗卵、選別（Ｇ
Ｐセンター）での検品、出荷等・
フォーク、車両系の資格取得
支援制度あり。資格保有者も
歓迎します。・未経験者も歓迎
します。

採用人数： 2人
養鶏場での飼育管理、環境管
理（温度、換気、点灯、堆肥処
理など）を行っていただきます。
＊日曜日、祝日勤務者歓
迎！！＊長期勤務可能な方。
＊就業場所は相談に応じま
す。

正社員
畜産飼育（トライア
ル雇用併用）

採用人数： 2人
◎畜産飼育（トライアル雇用併
用）業務・肉牛の繁殖や育成、
飼育、牛舎の清掃作業を担当
いたします。・家畜を扱う仕事
の為、体力と俊敏性が必要と
なります。※トライアル雇用併
用求人

205,200円～
205,200円

正社員
養鶏業務全般
（管理職候補）

雇用期間の定めなし

正社員
養鶏業務全般

雇用期間の定めなし

採用人数： 2人
当社の養鶏農場にて、採卵業
務等の養鶏業務全般を行って
いただきます。・鶏の飼育管理
・採卵業務等その他、付随する
業務全般を行っていただきま
す。※将来の中核社員として
活躍できる人材を募集していま
す。※応募の際は、ハローワー
クより紹介状の交付を受けてく

採用人数： 1人

当社の養鶏農場にて、採卵業
務等の養鶏業務全般を行って
いただきます。・鶏の飼育管理
・採卵業務等その他、付随する
業務全般を行っていただきま
す。※オートメーション化も充実
しています。※応募の際は、ハ
ローワークより紹介状の交付を
受けてください。

採用人数： 1人

就業時間/休日/通勤・ 加入保険/定年制/募集にか
住込
かる特記事項

株式会社ＧＦグローイング
所在地： 福島県西白河郡矢吹町
東堤８６
就業場所： 群馬県高崎市箕郷町長
久保７３善地育成場

59歳以下
省令１号
日給

求人番号： 07050-277481

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社あかぎ種鶏場
(1)8時00分～17時15分

205,200円～
205,200円

省令１号
日給

所在地： 群馬県前橋市総社町総
社２７８８
就業場所： 前橋市富士見町赤城山
４２０－２新生ファーム他
周辺の５農場

求人番号： 10010-657081

205,200円～
216,000円

株式会社トマル

59歳以下
省令１号
日給

所在地： 群馬県前橋市総社町総
社２７８８
就業場所： （株）みさと農場他、グ
ループ農場・渋川市北橘
町赤城山１３・高崎市箕
郷町善地６６８・渋川市

求人番号： 10010-662881

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社みさと農場
(1)8時00分～17時15分

205,200円～
205,200円
59歳以下
省令１号
日給

206,150円～
206,150円

省令１号
月給

所在地： 群馬県高崎市箕郷町善
地６６８
就業場所： 群馬県渋川市北橘町赤
城山字赤城山１３赤城養
鶏

求人番号： 10020-1013681
株式会社みさと農場

休日： 他
通勤住込区分： 通勤
交替制あり
(1)8時00分～17時15分

所在地： 群馬県高崎市箕郷町善
地６６８
就業場所： 群馬県渋川市北橘町赤
城山２２３－１４４タチバ
ナファームまたは群馬県
高崎市箕郷町善地６６８

求人番号： 10020-1015581

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

神明畜産株式会社栃木事業所
(1)8時00分～17時00分

160,000円～
250,000円

省令１号
月給

所在地： 栃木県那須烏山市志鳥
３６３２
就業場所： 群馬県吾妻郡嬬恋村大
笹２６２３神明畜産株式
会社嬬恋牧場

求人番号： 09011-18781

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

有限会社ハルラン
(1)8時00分～17時00分

230,000円～
250,000円

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸１５９９－１
就業場所： 当社養鶏農場

40歳以下
省令３号のイ
月給

求人番号： 10101-10381

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

有限会社ハルラン
(1)8時00分～17時00分

200,000円～
230,000円

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸１５９９－１
就業場所： 当社養鶏農場

40歳以下
省令３号のイ

求人番号： 10101-11681

＜1＞

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

免許資格/経験
〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

〔必要な経験〕

※感染予防のため自宅で鳥を飼って 不問
いる方は応募不可です。※応募の際
は事前に電話連絡の上、履歴書（写
真貼付）、職務経歴書、ハローワーク
の紹介状を添えて下記の住所まで郵
送してください。【郵送先】〒３７１－０

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金： 厚生年金基金
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

普通自動車免許（ＡＴ不
可）

〔免許・資格〕

・欠員募集・従業員駐車場有り

不問

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金： 厚生年金基金
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

普通自動車免許（ＡＴ不
可）（大型自動車免許あ
れば尚可）

〔必要な経験〕

休日： 他
通勤住込区分： 通勤
(1)8時00分～17時15分

59歳以下
雇用期間の定めなし

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

(1)8時00分～17時15分

59歳以下
雇用期間の定めなし

前橋市大渡町１－１０－７
群馬県公社総合ビル９Ｆ
ＴＥＬ：０２７－２１０－５００８

求人受理期間：1月1日～1月15日

59歳以下
雇用期間の定めなし

群馬労働局 職業対策課

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

〔免許・資格〕

〔必要な経験〕

・増員募集・従業員駐車場有り・試用 未経験者可
期間有り・出向期間は制限なし・
フォークリフト資格者を優遇・就業場
所従業員数【（株）みさと農場】を記載
・社員旅行、親睦会あり・業績により賞
与あり（実績あり）

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
普通自動車免許
年金：
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕

・業績により特別賞与あり（実績あり）・ 不問
フォーク、車両系、大型、けん引など
資格取得支援制度あり。・社員旅行、
親睦会あり。

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

〔必要な経験〕

＊労働時間、休憩等の適用除外（労 不問
働基準法第４１条）【この求人票の内
容は、事業主の方が明示した募集条
件です。採用時の賃金・労働時間等
の労働条件については、事業主の方
と再度確認して下さい。】

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

〔免許・資格〕

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

〔必要な経験〕

※土曜日の紹介連絡・面接可。（問い 不問
合わせ時間８時～１７時）※制服貸
与。※トライアル雇用期間中の労働条
件は試用期間に準じます。※労基法
第４１条に基づく、労働時間・休憩・休
日の適用除外職種

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
普通自動車免許
年金：
定年： あり一律65歳
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕

【求職者の皆様へ】求人票の内容は、 不問
事業主が明示した募集条件です。採
用時の労働条件については、事業主
と労働条件通知書等により確認してく
ださい。

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
普通自動車免許
年金：
定年： あり一律65歳
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕
【求職者の皆様へ】求人票の内容は、 不問
事業主が明示した募集条件です。採
用時の労働条件については、事業主
と労働条件通知書等により確認してく
ださい。

