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

5月16日発行

雇用形態/職種/雇
用期間

正社員
養鶏業（育成部）

求人受理期間：

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

採卵鶏をヒヨコから大人になる
まで育成する業務。・日常管理
・ワクチン作業・鶏舎の清掃、
水洗い・鶏フンの搬出・たい肥
化作業・別事業所委託農場へ
のヒナの移動・顧客へ配送

月給

正社員
養鶏業（採卵）

採用人数： 1人
ニワトリが産む卵を機械で集め
る作業・日常管理業務・成績の
記録・機械の修理・鶏フン搬出
作業・たい肥化作業

170,000円～
210,000円

省令１号
月給

パート労働者
厩務員・飼育員

採用人数： 1人
動物（馬、山羊等）の飼育、手
入れ、厩舎の清掃。障害のあ
る施設利用者とお客様への乗
馬指導、動物ふれあい指導等
＊契約更新条件：勤務評価に
よる。

省令１号
時給

850円～1,000
円

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

正社員
厩務員・飼育員

採用人数： 1人

動物（馬、山羊等）の飼育、手
入れ、厩舎の清掃。障害のあ
る施設利用者とお客様への乗
馬指導、動物ふれあい指導等

所在地： 群馬県前橋市上増田町
１２８８
就業場所： 群馬県前橋市滝窪町１２
５６－１カントウ大胡育成
場

求人番号： 10010-6734681

正社員以外
養蜂作業※急募

採用人数： 1人
○採蜜…蜂蜜の運搬・蜂の手
入れ・ローヤルゼリー採取○蜂
のえさやり作業３人１組○餌づ
くりの手伝い※簡単な作業で
す。※経験・免許資格一切不
要です。※養蜂に興味のある
方、ぜひご応募ください。※防
護服は貸与します

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

パート労働者
搾乳・哺乳スタッ
フ

採用人数： 1人

○搾乳又は哺乳作業をしてい
ただきます。＊１日３時間から
働ける方、是非ご相談くださ
い。＊経験・特別な資格等は
一切不問です。＊休日、労働
時間、労働日数は相談に応じ
ます！

年齢不問
月給

191,800円～
240,400円

年齢不問
時給

200,000円～
200,000円

所在地： 群馬県前橋市上増田町
１２８８
就業場所： 群馬県前橋市富士見町
赤城山６２６カント富士見
農場

求人番号： 10010-6735981

時給

1,000円～
1,200円

正社員
酪農スタッフ

採用人数： 1人
○搾乳作業及び牛舎内外の
全般作業を担当していただきま
す※年齢・経験は一切不問で
すが、経験者は優遇いたしま
す。※労働時間については、会
社規定によりシフト制です。※
正社員の募集です。

省令２号
月給

200,000円～
330,000円

正社員
ブロイラーの積込
作業

雇用期間の定めなし

採用人数： 1人
県内および近県の農場にてブ
ロイラーをカゴに入れる作業、
およびトラックへの積込作業を
行ないます。その他、上記に付
随する業務全般を行っていた
だきます。※農場内での作業も
ある為、糞等で汚れることがあ
ります。※応募の際は、ハロー
ワークより紹介状の交付を受け

採用人数： 1人

省令２号
日給

216,000円～
237,600円

免許資格/経験
〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ不
可）

〔必要な経験〕

・欠員募集・従業員駐車場：有【求職 不問
者の皆様へ】求人票は雇用契約書で
はありません。採用に際しては必ず労
働条件通知書を交わし、賃金等の条
件面を確認してください。（労働基準
法第１５条第１項に基づく）
※この求人 〔免許・資格〕
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）

〔必要な経験〕

・増員募集・従業員駐車場：有【求職 不問
者の皆様へ】求人票は雇用契約書で
はありません。採用に際しては必ず労
働条件通知書を交わし、賃金等の条
件面を確認してください。（労働基準
法第１５条第１項に基づく）※この求人

〔免許・資格〕

普通自動車免許（ＡＴ
可）

〔必要な経験〕
就業場所： 群馬県前橋市柏倉町５２ 又は6時00分～18時00分 ・増員募集・従業員駐車場有＊雇用 動物（馬、山羊等）の飼
保険は週２０時間以上勤務＊有給休 育経験乗馬指導経験
０‐１れいんぼぅかんぱに の間の6時間程度

求人番号： 10010-6581181
社会福祉法人すてっぷ

休日： 他
通勤住込区分： 通勤
変形（１年単位）
(1)8時00分～17時00分

所在地： 群馬県前橋市東上野町
１３６－１
就業場所： 群馬県前橋市柏倉町５２
０‐１れいんぼぅかんぱに

求人番号： 10010-6587481

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

小林養蜂園
(1)7時00分～18時00分
所在地： 群馬県沼田市利根町大 (2)8時00分～17時00分
原１１４１
就業場所：

求人番号： 10070-1499281

休日： 日他
通勤住込区分： 通勤

暇は法定通り

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

保険：
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕

就業場所：

求人番号： 10070-1397981
安原運輸有限会社

休日： 他
通勤住込区分： 通勤
変形（１年単位）
(1)0時00分～9時00分

所在地： 群馬県吾妻郡中之条町
大字山田３０６８
就業場所：

求人番号： 10101-1174881

＜1＞

休日： 日他
通勤住込区分： 通勤

〔必要な経験〕

〔免許・資格〕

〔必要な経験〕

※家賃０円の宿舎があります。※作業 不問
状況により１ヶ月程度の雇用期間延
長あり※上記月額賃金は、日給×月
平均労働日数で算出した額です

保険： 労災
年金：
定年： なし
所在地： 群馬県利根郡昭和村大 (2)9時00分～12時00分
字赤城原９１５－１
(3)13時00分～16時00分 〔募集にかかる特記事項〕
※休憩時間は勤務時間により異なり
就業場所：

休日： 他
通勤住込区分： 通勤
求人番号： 10070-1395381
交替制あり
有限会社ロマンチックデーリィファー
(1)5時00分～15時00分
ム
所在地： 群馬県利根郡昭和村大 (2)15時00分～1時00分
字赤城原９１５－１

〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ
可）動物取扱責任者の
要件を満たす資格

・増員募集・従業員駐車場有＊昇
動物（馬、山羊等）の飼
給・賞与は人事考課による【前年実 育経験乗馬指導経験
績】一般職、専門職２．３５～２．６５ヶ
月総合職３．６５～４．４７ヶ月

交替制あり
有限会社ロマンチックデーリィファー
(1)5時00分～8時00分
ム

不問
年齢不問

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〕

保険： 労災
年金：
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕

所在地： 群馬県前橋市東上野町
１３６－１

18歳以上
雇用期間の定めなし

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

社会福祉法人すてっぷ

不問
年齢不問

18歳以上
雇用期間の定めなし

休日： 日祝
通勤住込区分： 通勤

株式会社カントウ

不問
雇用期間の定めなし

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

株式会社カントウ

不問
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

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

5月15日

(1)8時00分～17時00分

170,000円～
210,000円
59歳以下

雇用期間の定めなし

1日～

(1)8時00分～17時00分

59歳以下
雇用期間の定めなし

5月

群馬労働局 職業対策課

〔免許・資格〕
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

〔必要な経験〕
不問

ます。※加入保険は契約内容により
異なります。※有給休暇は法定どおり
です。※６０歳以上の方の応募も歓迎
します。

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〕

※「農の雇用事業」を行っている会社 不問
です。※欠勤控除あり※６０歳以上の
方の応募も歓迎します。

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〕
【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。

雇用形態/職種/雇
用期間

正社員
養鶏飼育管理全
般及びパック製造
作業

雇用期間の定めなし

正社員
養鶏場の飼養管
理（群馬県）

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

○養鶏飼育管理全般各機械
が正確に動いているか否かを
人間がチェックし、すべて鶏に
届いているか確認します。舎内
清掃、機械のメンテナンス、鶏
のぬきとり、鶏ふんのベルトコン
ベア搬送等もあり、鶏の生活に
係わるすべての作業を行いま
す。○鶏卵パッキング作業鶏

月給

採用人数： 3人

・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）◆

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。
＊長期勤務可能な方。＊資格
取得支援制度有（車両系と
フォークリフト）＊就業場所は相
談に応じます。

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

有限会社ユキヒラ・エッグ
(1)8時00分～17時00分

220,000円～
250,000円

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字厚田字烏帽子１９８
就業場所： ６－７０２

不問
年齢不問
日給

求人番号： 10101-1158881

正社員
養鶏場の飼養管
理

雇用期間の定めなし

正社員
鶏の飼育管理（高
崎・安中）

雇用期間の定めなし

正社員
農場作業員【正
社員】［大室農場
または西ハルナ
ファーム］
雇用期間の定めなし

正社員
牧場作業員（酪
農）【正社員】［古
賀良牧場］

雇用期間の定めなし

パート労働者
牧場作業員（酪
農）【パート】［古賀
良牧場］

雇用期間の定めなし

採用人数： 2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
○鶏の飼育管理全般＊鶏に
餌や水を与えたり、温度管理を
するなど、実際に飼育していた
だくお仕事です。＊出荷後の鶏
舎内の清掃・消毒等も行ってい
ただきます。※鶏卵・集卵は
扱っていません。※高崎市内
５ヶ所、安中市内に１ヶ所の農
場があります。就業場所は相

採用人数： 2人

・農場での飼育管理、堆肥製
造管理・採卵鶏の飼育環境管
理（温度・換気・点灯・堆肥処
理）・衛生管理その他、付随す
る業務全般を行っていただきま
す。※日・祝日勤務出来る方
歓迎※従業員駐車場あり※家
禽（鳥）を飼育している方は応
募不可。※応募の際は、ハ

採用人数： 2人

・牧場での飼育管理、搾乳作
業、衛生管理、防疫管理等を
行っていただきます。その他、
付随する業務全般を行ってい
ただきます。※長期勤務出来
る方、歓迎。※就業時間は希
望時間の選択も可能です。※
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

採用人数： 1人

・牧場での搾乳作業を行ってい
ただきます。その他、搾乳作業
に付随する業務全般を行って
いただきます。※勤務時間、勤
務日数応相談（週２日～Ｏ
Ｋ）。※経験者、未経験者歓
迎。※長期勤務出来る方、歓
迎。※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： 2人

・牧場での飼育管理、搾乳作
業、衛生管理、防疫管理等を
行っていただきます。その他、
付随する業務全般を行ってい
ただきます。※日・祝日勤務出
来る方歓迎。※勤務日数、応
相談。※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。
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

正社員以外
牧場作業員（酪
農）【契約社員】
［古賀良牧場］

採用人数： 1人

正社員
肥料配達業務他

雇用期間の定めなし

・お客様の各農家に肥料を配
達する仕事です。（近県）・その
他、一部養鶏場での業務。養
鶏場（長野原町内）での餌や
り、卵取り、注射、鶏舎の消毒・
掃除等養鶏作業全般。・スー
パー等への卵の配送。※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

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社ＧＦグローイング
(1)8時00分～17時15分

205,200円～
205,200円

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

205,200円～
205,200円

求人番号： 07050-2800981
株式会社みさと農場

省令１号
日給

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： 群馬県高崎市箕郷町善
地６６８みさと農場

18歳～59歳
雇用期間の定めなし

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

求人番号： 10020-9029781

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
18歳～59歳
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： 10020-9030081

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社朝びき若鶏
(1)8時00分～17時00分

160,000円～
240,000円
59歳以下
省令１号
日給

所在地： 群馬県渋川市赤城町溝
呂木１４２９－１
就業場所： 高崎市：清水農場・小田
原農場・梅ノ木農場・神
戸農場・大反農場安中
市：碓氷農場※就業場

求人番号： 10100-1704381

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

有限会社西ハルナファーム
(1)8時00分～17時15分

206,150円～
206,150円
59歳以下
省令１号
日給

206,150円～
206,150円
59歳以下
省令１号
時給

950円～1,100
円
不問
年齢不問
日給

206,150円～
206,150円
不問
年齢不問
月給

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大戸４７８１－１３
就業場所： 大室農場（前橋市西大
室町２３８４）、または西
ハルナファーム

求人番号： 10101-1111981

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

求人番号： 10101-1113481

通勤住込区分： 通勤

求人番号： 10101-1114781

通勤住込区分： 通勤

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〕

※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：
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）＊鳥類を飼育して
いる方は応募不可（防疫の観点より）
【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

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 〔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〕
＊欠勤控除あり＊昇給・賞与は本人 不問
実績により支給。＊面接希望の場合
は必ず紹介状の交付を受けてください

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〕

〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

〔必要な経験〕

※この求人は、労働基準法の「労働 不問
時間、休憩及び休日に関する規定」
は適用外です。（労働基準法４１条）
【求職者の皆様へ】求人票の内容は、
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

〔免許・資格〕

普通自動車免許

〔必要な経験〕
不問

【求職者の皆様へ】求人票の内容は、
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

※加入保険は労働条件により適用さ
れない場合があります。※年次有給
休暇付与日数は法定通り（記載の日

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
(1)5時00分～14時15分
定年： あり一律60歳
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町 (2)8時00分～17時15分
大戸４７８１－１３
(3)10時15分～19時00分 〔募集にかかる特記事項〕
※この求人は、労働基準法の「労働
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
時間、休憩及び休日に関する規定」
大字大戸４７８１－６古賀
は適用外です。（労働基準法４１条）
良牧場
休日： 他

有限会社西ハルナファーム

求人番号： 10101-1115881

通勤住込区分： 通勤

株式会社矢野育雛場
所在地： 群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋２２
就業場所：

45歳以下
省令３号のイ

※この求人は、労働基準法の「労働 不問
時間、休憩及び休日に関する規定」
は適用除外です。（労働基準法第４１
条）※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。【求職
者の皆様へ】求人票の内容は、事業

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
年金：
(1)5時00分～10時00分
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町 (2)15時00分～19時00分 定年： あり一律60歳
大戸４７８１－１３
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕
※この求人は、労働基準法の「労働 不問
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
時間、休憩及び休日に関する規定」
大字大戸４７８１－６古賀
は適用外です。（労働基準法４１条）
良牧場
休日： 他

有限会社西ハルナファーム

(1)8時00分～17時00分

185,000円～
210,000円

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〕

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金： 厚生年金基金
(1)5時00分～14時15分
定年： あり一律60歳
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町 (2)8時00分～17時15分
大戸４７８１－１３
(3)10時15分～19時00分 〔募集にかかる特記事項〕
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町 又は5時00分～19時00分 ※この求人は、労働基準法の「労働
時間、休憩及び休日に関する規定」
大字大戸４７８１－６古賀 の間の8時間
は適用外です。（労働基準法４１条）
良牧場
休日： 他

有限会社西ハルナファーム

免許資格/経験

求人番号： 10101-1101381

＜2＞

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

【求職者の皆様へ】求人票の内容は、
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

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： なし
〔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〕
不問

〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）※大型自動車・
中型自動車免許、

〔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。

雇用形態/職種/雇
用期間

パート労働者
養鶏作業

雇用期間の定めなし

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

養鶏場（長野原町内）での餌や
り、卵取り、鶏舎の消毒・掃除
等養鶏作業全般を行っていた
だきます。その他、付随する業
務全般を行っていただきます。
※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。

時給

採用人数： 1人

900円～1,000
円

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

株式会社矢野育雛場
(1)8時00分～12時00分
所在地： 群馬県吾妻郡長野原町 (2)8時00分～17時00分
大字与喜屋２２
就業場所：

不問
年齢不問

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

求人番号： 10101-1102681
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休日： 他
通勤住込区分： 通勤

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： なし
〔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〕

※年次有給休暇付与日数は法定通 不問
り（記載の日数は週２日勤務の場合で
す）※加入保険は労働条件により適
用されない場合があります。【求職者
の皆様へ】求人票の内容は、事業主
が明示した募集条件です。採用時の
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