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。

群馬労働局 職業対策課

◎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（雇用形態：正社員・正社員以外）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。

令和４年10月17日発行
No

雇用形態/職種/雇
用期間

正社員
農場作業員【正
社員】［西ハルナ
ファーム］

3
雇用期間の定め
なし

求人受理期間：10月1日 ～ 10月15日

仕事内容/採用人数
・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。

賃金/年齢制限/ 求人者名/所在地就業場所/求人番
制限事由
号
日給

207,360円～
207,360円
59歳以下

・牧場での飼育管理、搾乳作
業、衛生管理、草地管理等を
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。

※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。

正社員
農場作業員【正
社員】［西ハルナ
ファーム］

・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。

207,360円～
216,000円

雇用期間の定め
なし

※事業所の事情により、採用担当が
別の事業所におりますので、事前連
絡後、応募書類を送付して下さい。
面接日程は別途ご連絡します。

※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。

株式会社西ハルナファーム
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－１３
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－６古賀
良牧場

車通勤： 可
保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
年金： 厚生
(1)5時00分～14時15分
定年： あり一律60歳
(2)8時00分～17時15分
〔必要な経験〕
(3)13時15分～22時00分 〔募集にかかる特記事項〕
※５～１５万の特別手当支給実績あり

休日： 他

※事業所の事情により、採用担当が
別の事業所におりますので、事前連
絡後、応募書類を送付して下さい。
面接日程は別途ご連絡します。
※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」
は適用外です。（労働基準法４１条）

求人番号： 10101-2222521
日給

車通勤： 可

株式会社西ハルナファーム
(1)8時00分～17時15分

207,360円～
207,360円
59歳以下

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－１３
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－１３

定年を上限

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
年金： 厚生
定年： あり一律60歳
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕
※５～１５万の特別手当支給実績あり

休日： 他

※事業所の事情により、採用担当が
別の事業所におりますので、事前連
絡後、応募書類を送付して下さい。
面接日程は別途ご連絡します。
※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」
は適用外です。（労働基準法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。
【管理飼育者（養豚）】
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）

求人番号： 10101-2224321
月給

180,000円～
250,000円
59歳以下
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※５～１５万の特別手当支給実績あり

休日： 他

求人番号： 10101-2220821
日給

採用人数： 1人

正社員
管理飼育者（養
豚）、大型運転手
兼清掃

就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－１３

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕
年金： 厚生
定年： あり一律60歳
〔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
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）

採用人数： 1人

雇用期間の定め
なし

所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７８１－１３

加入保険/定年制/募集にか
免許資格/経験
かる特記事項

※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
なし

5

株式会社西ハルナファーム

定年を上限

※長期勤務出来る方、歓迎。
59歳以下
※就業時間は希望時間の選 定年を上限
択も可能です。

4

就業時間/休日/通勤

(1)8時00分～17時15分

採用人数： 1人

正社員
牧場作業員（酪
農）【正社員】［古
賀良牧場］

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

有限会社森田牧場
所在地： 群馬県桐生市新里町板
橋８２０－３

車通勤： 可
変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分

就業場所： 群馬県桐生市新里町板
橋８２０－３

養豚の出荷が週３回（月・火・
定年を上限
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。
【大型運転手兼清掃】
堆肥運搬及び肉豚を市場へ
運搬
清掃
＊畜産経験者は優遇

休日： 他

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔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〕
・養豚に興味の有る方、真面目で身
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）
・通勤手当は規定により算出いたしま
す
・応募の電話は１２時～１３時３０分の
間にご連絡下さい

採用人数： 2人

車通勤： 可

・試用期間は３ヶ月
その期間の賃金は時給１，０５０円と
なります
・Ｅメール応募も受け付けております。
名前、年齢、面接日時を
お知らせ下さい。

求人番号： 10030-6181321

＜1＞

＊労働基準法「労働時間、休憩及び
休日に関する規定」は適用除外（畜
産業のため）
「オンライン自主応募可」

No

雇用形態/職種/雇
用期間

パート労働者
酪農

仕事内容/採用人数

賃金/年齢制限/ 求人者名/所在地就業場所/求人番
制限事由
号

・搾乳施設内での牛の搾乳作
業・農場の清掃、片付け等

時給
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不問

パート労働者
家畜飼養管理
（会計年度任用
職員）

雇用期間の定め
あり（４ヶ月以上）

所在地： 群馬県太田市新田市野
倉町７２番地２
就業場所： 群馬県太田市新田市野
倉町７２番地２

不問
採用人数： 3人

求人番号： 10050-8325721
乳牛（酪農家からの受託牛）
の放牧管理及び人工授精並
びに受精卵移植等の補助業
務を行っていただきます。

月給

群馬県浅間家畜育成牧場
(1)9時00分～17時15分

1,024円～
1,030円

※人工授精師免許・受精卵
移植師免許取得可

不問

所在地： 群馬県吾妻郡長野原町
大字北軽井沢２０３２－２
３
就業場所： 群馬県吾妻郡長野原町
大字北軽井沢２０３２－２
３

休日： 土日祝

※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

44
雇用期間の定め
あり（４ヶ月以上）

○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。

車通勤： 可

時給

〔免許・資格〕

〔必要な経験〕

す。
＊事前連絡の上、応募書類（紹介
状、履歴書、職務経歴書）を送付して
下さい。書類選考後、面接日時等を
ご連絡いたします。

保険： 雇用・公災・健康・厚生 〔免許・資格〕
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕
〔必要な経験〕
※履歴書は「群馬県会計年度任用
職員」をご使用ください。
履歴書には、業務上有用と思われる
資格を記載してください。

1,000円～
1,000円
不問

株式会社大平牧場
所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字松谷４０１７－１
就業場所： 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字松谷４０１７－１
休日： 他

※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。

求人番号： 10101-2124821

＜2＞

※給与関係の条例、規定等の定める
ところにより、通勤手当・
期末手当等が支給されます。
※応募状況により募集を締め切らせ
ていただく場合があります。

(1)8時00分～17時00分

※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
不問
い。
※休日は会社カレンダーによ
ります。

採用人数： 1人

保険： 労災
年金：
定年： なし
〔募集にかかる特記事項〕

※書類選考の上、面接日時等をご連
絡いたします。

求人番号： 10101-2092721
パート労働者
家畜の飼養管理

加入保険/定年制/募集にか
免許資格/経験
かる特記事項

又は6時00分～10時30分 ＊有給休暇については、法定通り。
＊各種保険加入は就業時間によりま
の間の4時間程度
休日： 他
車通勤： 可

不問
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株式会社和洋デイリーファーム
(1)6時00分～10時30分

1,200円～
1,200円

雇用期間の定め
なし

就業時間/休日/通勤

車通勤： 可

保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 〔免許・資格〕
年金：
定年： なし
〔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 ※溶接できる方であ
時間、休憩及び休日に関する規定」 れば尚可（豚舎の補
は適用除外です。（労働基準法第４１ 修）
条）

