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

6月

雇用形態/職種/雇
用期間

正社員
鶏のひな育成

雇用期間の定めなし

パート労働者
牛乳の生産

雇用期間の定めなし

18日発行

求人受理期間：

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

・鶏のひな約２５万羽を４６日
令前後から１２０日令前後まで
育成管理する業務・ひなの出
荷業務・鶏舎（床面積約１６００
坪）の水洗・消毒・鶏フンの処
理その他、付随する業務全般
を行っていただきます。※体力
よりも、根気のいる仕事です。
※未経験の方、歓迎※応募の
際は、ハローワークより紹介状
の交付を受けてください。

日給

採用人数： 2人

朝の搾乳と夕方の搾乳をして
いただきます。牛の乳頭を拭
き、ミルカーという機械（搾乳
機）で牛乳をしぼります。その
他、付随する業務全般を行っ
ていただきます。※丁寧に指導
しますので経験がなくても大丈
夫です。慣れれば出来るお仕
事です。※牛の寝るベットの清
掃を行うこともあります。※応募
の際は、ハローワークより紹介
状の交付を受けてください。

採用人数： 1人

○家畜（養豚）の飼養管理。主
に餌やり、除糞、豚舎内洗浄、
豚の移動など。その他、付随す
る業務全般を行っていただきま
す。※初心者の方にも丁寧に
指導いたしますのでご安心くだ
さい。※休日は会社カレンダー
によります。※応募の際は、ハ
ローワークより紹介状の交付を
受けてください。
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
採用人数： 2人

パート労働者
家畜の飼養管理

正社員
酪農

雇用期間の定めなし

正社員
酪農業全般

・牧場内での給餌・除糞・搾
乳・ほ乳業務を担当して頂きま
す。＊就業時間は朝が６時～
１０時の間で、１６時～２０時の
間で、１日の作業時間は８時間
程度です。昼間の空いた時間
は自由な時間です。買い物に
出かけたり、趣味を楽しんだり
することができます。＊天候・
季節・状況により変動あり＊時
間外労働有り

採用人数： 1人

＊エサ製造、たい肥処理・たい
肥処理場までのたい肥の運搬
・牛舎の清掃、その他の業務
＊未経験の方にも丁寧に指導
します。

6月

1日～

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

有限会社吾妻コスモファーム
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７７５－１３
就業場所： 農場へのマイカー通勤時
間：ＪＲ吾妻線郷原駅より
約２０分

日給

正社員
養豚作業者

採用人数： 1人
豚の繁殖から飼育を担当しま
す入社後３ヶ月間は、養豚業
務全般の基礎的な研修を行
う。その後、本人の適性に応
じ、種豚部門・分娩部門離乳
部門・肥育部門等に配置す
る。経験は問いません。

求人番号： 10101-1482081

1,142円～
1,214円

所在地： 群馬県吾妻郡嬬恋村大
字今井１５６８－１３６８
就業場所：
休日： 他

不問
年齢不問
時給

求人番号： 10101-1386081
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字松谷４０１７－１
就業場所：

休日： 他

不問
年齢不問
月給

求人番号： 10101-1411581

正社員
鶏の飼育管理（渋
川市）【急募】

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。

有限会社わよし農場
所在地： 群馬県前橋市二之宮町
２２５７
就業場所： 群馬県前橋市二之宮町
２２５７
休日： 他

40歳以下
省令３号のイ
月給

183,000円～
183,000円

年齢不問
月給

求人番号： 10010-7949481

200,000円～
250,000円

省令３号のイ
月給

採用人数： 2人

通勤住込区分： 通勤

省令１号

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〕

求人番号： 10010-7661281
所在地： 群馬県桐生市新里町山
上９７５
就業場所：

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

株式会社朝びき若鶏
所在地： 群馬県渋川市赤城町溝
呂木１４２９－１
就業場所： 群馬県渋川市赤城町溝
呂木１４２９－１第一
ファーム

求人番号： 10100-1990681

＜1＞

〔必要な経験〕

保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 〔免許・資格〕
普通自動車免許
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕
〔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５日勤務の場合で
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
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不
可）

〔必要な経験〕

増員募集／従業員駐車場有＊労基 不問
法４１条（労働時間・休日）適用除外
業務【求職者の皆様へ】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）

〔免許・資格〕
中型自動車免許（８ｔ限
定可）

〔必要な経験〕
不問

休日： 他
通勤住込区分： 通勤

有限会社佐藤ホッグファーム

求人番号： 10030-2407781

〔免許・資格〕
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

※週３日（土日祝日含む）働ける方を 不問
希望しますが、週３日以上でも相談に
応じます。土日祝日勤務についても相
談に応じます。【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。採用時に事業主と労働
条件を確認して下さい。

保険： 雇用・労災・健康・厚生
年金：
(1)5時00分～9時30分
所在地： 群馬県前橋市横沢町２８ (2)15時00分～19時30分 定年： あり一律60歳
５‐５
〔募集にかかる特記事項〕
・増員募集・従業員駐車場有【休日
就業場所： 群馬県前橋市横沢町２８
等適用除外職種】
５－５

(1)8時00分～17時00分

160,000円～
240,000円

※残業代を含めると月給２１万円位に 不問
なります。【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。

有限会社井上牧場

(1)8時00分～17時00分

59歳以下
雇用期間の定めなし

通勤住込区分： 通勤
(1)6時00分～20時00分

180,000円～
300,000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〕

通勤住込区分： 通勤

株式会社大平牧場
(1)8時00分～17時00分

1,000円～
1,000円

免許資格/経験

通勤住込区分： 通勤
(1)4時00分～19時30分

35歳以下
雇用期間の定めなし

休日： 他

株式会社佐々木牧場

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

不問
年齢不問

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

6月15日

(1)8時00分～17時00分

175,900円～
188,250円

群馬労働局 職業対策課

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〕
普通自動車免許（マ
ニュアルあれば尚可）

〔必要な経験〕

＊通勤手当は、規定により算出いたし 不問
ます●労働基準法の「労働時間・休
憩および休日に関する規定」は適用
外です

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〕
＊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

雇用形態/職種/雇
用期間

パート労働者
馬の飼育等の補
助作業【急募】

雇用期間の定めなし

仕事内容/採用人数

賃金/年齢

○厩舎の清掃○馬の移動厩
舎から馬場、馬場から厩舎へ
の移動等馬の扱いについては
指導いたします。長時間の立ち
作業になり、体力が必要です。
○馬場の清掃、草むしり等○
馬の給餌や給水等※土・日出
勤出来る方◆平日のみ勤務の
方もご相談ください！

時給

採用人数： 2人

800円～850
円

求人者名/所在地就業場所/求人番
号

保険： 雇用・労災
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕

赤城乗馬クラブ有限会社
所在地： 群馬県北群馬郡吉岡町
漆原１５９０一１※
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： 10100-2010881

＜2＞

免許資格/経験
〔免許・資格〕

〔必要な経験〕
又は8時00分～18時00分 ※各種保険は要件を満たした場合加 不問
入
＊面接希望の場合は必ず紹介状
の間の4時間以上
休日： 他
通勤住込区分： 通勤

の交付を受けてください

