畜産業求人情報
◎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29年11月1日発行
雇用形態/職種/雇用
期間

正社員
厩務員

正社員
調教厩務員

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

＊競走馬の育成、調教に係る
業務、南関東厩務員としてレー
ス出走していただきます。・馬の
手入れ、給餌、厩舎内の作業
＊敷地内で軽トラでの運転あり

月給

求人者名/所在地就業場所/求人番号

採用人数： 1人
＊競走馬の育成、調教に係る
業務、南関東厩務員としてレー
ス出走していただきます。・競走
馬の調教、馴致・馬の手入れ、
給餌、厩舎内の作業＊敷地内
で軽トラでの運転あり

正社員
厩務員

雇用期間の定めなし

正社員
養鶏場の飼養管
理

採用人数： 2人
・競走馬の飼育・管理・調教・
厩舎作業馬引き、馬の出し入
れ、馬の手入れ給餌、寝わらの
交換厩舎内外清掃などその他
関連する業務を行います。＊乗
馬経験のある方が望ましいです
が、経験の無い方でも差し支え
ありません。※入居希望者には
住宅あり

採用人数： 1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（ＧＰ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。

(1)4時00分～16時00分

150,000円～
200,000円

省令２号
月給

所在地： 群馬県伊勢崎市境上渕
名７３９－１９号
就業場所：

求人番号： 10040-9585771

正社員
養豚作業員

採用人数： 2人
・出荷までの豚の飼育、管理全
般・給餌、豚房の洗浄、除ふん
作業、治療、機械のメンテナン
ス・出荷と体重測定以上が主な
仕事です

株式会社矢沼ステ－ブル

200,000円～
280,000円

所在地： 群馬県伊勢崎市境上渕
名７３９－１９号
就業場所：

省令２号
月給

150,000円～
250,000円

求人番号： 10040-9586871
所在地： 群馬県伊勢崎市境上渕
名７３９境共同トレーニン
就業場所： グセンター３５号

不問
年齢不問
月給

正社員
管理飼育者（養
豚）

雇用期間の定めなし

正社員
生産技術職（繁
殖・肥育豚の管
理、豚舎の環境管
理その他）

採用人数： 1人
養豚管理全般（餌の供給、清
掃、病気の管理、豚の全体的
なローテーション（移動）等）養
豚の出荷が週３回（月・火・水）
予定されるため、出荷時の勤務
時間は交替にて午前７時からの
出勤になります。＊畜産経験者
は優遇

採用人数： 1人
豚を丁寧かつ健康に育てるた
めの給餌や環境整備・衛生管
理（具体的には）繁殖、肥育豚
の管理、豚舎の環境管理、豚
舎内外の清掃、消毒、環境保
全のための水処理、堆肥生産、
その他付随業務

求人番号： 10040-9464771

採用人数： 2人

休日： 日他
通勤住込区分： 住込

株式会社みさと農場
(1)8時00分～17時15分

205,200円～
205,200円

省令１号
月給

215,000円～
215,000円

省令１号
月給

180,000円～
220,000円

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： 10020-19309771

月給

187,000円～
262,000円

省令３号のイ

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

有限会社中嶋養豚
(1)7時30分～17時00分
所在地： 群馬県桐生市新里町赤 (2)8時00分～12時00分
城山７１２－５３
就業場所：

求人番号： 10030-4350271

休日： 日他
通勤住込区分： 通勤

有限会社森田牧場

変形（１ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
所在地： 群馬県桐生市新里町板 (2)7時00分～16時00分
橋８２０－３※

就業場所：

35歳以下
省令３号のイ

40歳以下
雇用期間の定めなし

休日： 日他
通勤住込区分： 通勤

境共同トレーニングセンター株式会
(1)5時00分～16時00分
社内佐野ステーブル

59歳以下
雇用期間の定めなし

休日： 日他
通勤住込区分： 通勤
(1)4時00分～16時00分

59歳以下
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

株式会社矢沼ステ－ブル

18歳以上
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：10月13日～10月31日

18歳以上
雇用期間の定めなし

群馬労働局 職業対策課

求人番号： 10030-4326971

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社フリーデン（整理区分フ－
(1)8時00分～17時00分
６０）
所在地： 神奈川県平塚市南金目
２２７
就業場所： 群馬県桐生市黒保根町
宿廻１４２２フリーデンタカ
ナラ農場

求人番号： 14060-8167271

＜1＞

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： あり一律65歳
〔募集にかかる特記事項〕

免許資格/経験
〔免許・資格〕
普通自動車運転免許
（大型免許保持者優遇）

〔必要な経験〕

＊競馬関連の専門学校卒業者歓迎 不問
＊ハローワークからの土曜日の連絡：
可＊ハローワークからの連絡はコメント
欄の携帯へお願いします。☆ＪＲＡ厩
務員課程志望者可能

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
定年： あり一律65歳
〔募集にかかる特記事項〕

〔免許・資格〕

〔必要な経験〕

＊競馬関連の専門学校卒業者歓迎 競走馬又は乗馬の騎乗
＊ハローワークからの土曜日の連絡： 経験のある方（調教厩務
可＊ハローワークからの連絡はコメント 員のみ）
欄の携帯までお願いします。☆ＪＲＡ厩
務員課程志望者可能

保険：
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕

〔免許・資格〕

〔必要な経験〕

・未経験者・厩舎作業のみ可・給与・ 不問
就労時間・休日については相談に応じ
ます。※労働保険加入予定※業績等
により昇給、賞与の支給予定有り・中
央競馬受験可・海外留学可

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

〔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〕

＊労働基準法第４１条の労働時間、 不問
休憩及び休日に関する規定は適用外
となります。

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〕

・養豚に興味の有る方、動物が好きで 不問
身体を動かすことを好む方を歓迎しま
す。・大型自動車免許の取得等、会社
負担あり（入社３年の後）

保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 〔免許・資格〕
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〕
＊労働基準法第４１条の労働時間、 不問
休憩及び休日に関する規定は適用外
となります。

