
     ◎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。 群馬労働局　職業対策課
     ◎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。 　前橋市大渡町１－１０－７
     ◎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 　　　　　群馬県公社総合ビル９Ｆ
　      あります。その場合はあしからずご了承ください。 　　　　ＴＥＬ：０２７－２１０－５００８
     ◎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11月16日発行　　求人受理期間：11月１日 ～ 11月15日

正社員 月給 保険： 健康・厚生 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： なし

〔必要な経験〕

就業場所：

不問
休日： 土日

採用人数： 1人

求人番号： 10030-7228521

車通勤： 可

パート労働者 時給 保険： 労災 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： なし

〔必要な経験〕

就業場所：

不問
休日： 他

採用人数： 2人 求人番号： 10030-7169121 車通勤： 可

正社員 月給 保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： なし

〔必要な経験〕

就業場所：

不問
休日： 他

採用人数： 2人
求人番号： 10030-7170821

車通勤： 可

正社員 月給 保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： あり一律60歳

〔必要な経験〕

就業場所：

59歳以下
休日： 他

採用人数： 3人

求人番号： 10030-7037321

車通勤： 可
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・鶏舎内の環境整備、給餌・
給水機械の正常稼働のチェッ
ク及び
メンテナンス
・巣の状態のチェック
・集卵所での卵の選別
・農場内の環境整備

農事組合法人赤堀町養鶏組合

成鶏スタッフ：採
卵養鶏場の管理
全般（高山農場）

189,000円～
290,000円

(1)8時00分～17時00分

群馬県桐生市新里町高
泉１７７－２ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県吾妻郡高山村大
字尻高４４６８ 農事組合法
人赤堀町養鶏組合高山
農場

＊鳥インフルエンザ防疫の観点から、
ご自宅でインコ・文鳥・ニワトリ等の鳥
類を飼育されている方のご応募はお
受けできません。

＊（株）境野養鶏のホームページをリ
ニューアル致しました。
ご参照ください。
＊夕方５時以降の残業はほとんどあり
ません。
＊平成３０年１１月より隔週休２日制
を導入
＊欠勤した場合は、欠勤控除あり

※労働基準法の「労働時間・休憩及
び休日に関する規定」の適用除外業
務（労働基準法第４１条：畜産農業）

雇用期間の定め
なし

定年を上限
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・乳牛の搾乳作業
・飼育管理
・哺育育成全般
・診療助手あり

※未経験者には補助的な業
務から覚えていただきます。
将来的には、主任として活躍
していただける人材を求めま
す。

※トライアル雇用併用求人

有限会社小菅牧場 交替制あり

酪農作業員（トラ
イアル雇用併用
求人）

180,000円～
190,000円

(1)5時00分～14時00分

群馬県桐生市新里町赤
城山８６４－９

(2)12時00分～22時00分

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市新里町赤
城山８６４－９

・作業服貸与

・増員の募集です

・トライアル期間３ヶ月（時給９００～
１，０００円）

・酪農業のため労働基準法の
「労働時間、休憩および休日に関す
る規定」は適用外です

雇用期間の定め
なし

不問
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・乳牛の搾乳作業を主に行い
ます
機械の使い方は指導します

・多少牛乳の運搬あり（１０～
１５キロ未満）
・掃除など

※勤務日数は相談可

有限会社小菅牧場

酪農作業員
1,050円～
1,150円

(1)5時30分～10時30分

群馬県桐生市新里町赤
城山８６４－９

(2)17時30分～21時30分

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市新里町赤
城山８６４－９

・作業服貸与

・増員の募集です

・勤務時間が週２０時間以上の場合、
雇用保険に加入します

雇用期間の定め
なし

不問
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＊牛の世話
個体の生育状況と体調に合
わせたえさやりや子牛への乳
あげ等

＊牧場整備・維持管理
牛舎の整備・清掃・場内清掃

＊その他の付随する業務

株式会社ベルファーム

牧場作業員
152,240円～
255,420円

(1)8時00分～18時00分 大型車両（ショベル
ローダー必須、トラク
ターあれば尚可）

群馬県桐生市新里町武
井７６２番地４

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市新里町武
井７６２番地４

＊雇用保険・労災は、採用後に加入
します（現在該当者なし）

＊電話連絡のあと、応募書類を送付
してください。
書類到着から３日程度で書類選考結
果をお知らせします。
＊書類選考通過者へは、追って面接
日程をご連絡します。

※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」は適用除外です（労働基準法
第４１条）

人工授精師、牧場経
験者

雇用期間の定め
なし

不問

免許資格/経験
求人者名/所在地就業場所/求人番

号
就業時間/休日/通勤

加入保険/定年制/募集にか
かる特記事項

雇用形態/職種/雇
用期間

仕事内容/採用人数No
賃金/年齢制限/

制限事由

農林漁業求人情報
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免許資格/経験
求人者名/所在地就業場所/求人番

号
就業時間/休日/通勤

加入保険/定年制/募集にか
かる特記事項

雇用形態/職種/雇
用期間

仕事内容/採用人数No
賃金/年齢制限/

制限事由

正社員 月給 保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： あり一律60歳

〔必要な経験〕

就業場所：

59歳以下
休日： 日他

採用人数： 3人 求人番号： 10101-2385221 車通勤： 可

正社員 月給 保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕

年金：

所在地： 定年： あり一律60歳

〔必要な経験〕

就業場所：

59歳以下
休日： 他

採用人数： 2人 求人番号： 10101-2336421 車通勤： 可
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○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
鶏舎よりコンベアで流れてきた
卵の選別、パック後のラベル
確認容器詰め、ピッキング、
機械のメンテナンス等製品化
に係わる全ての作業を行いま
す。
※エサ、水やり、パッキング等
は全て自動化です。

※応募の際は、ハローワーク
より紹介状の交付を受けてく
ださい。

有限会社ユキヒラ・エッグ

養鶏飼育管理全
般及びパック製造
作業

220,000円～
250,000円

(1)8時00分～17時00分

群馬県吾妻郡東吾妻町
大字厚田字烏帽子１９８６
－７０２

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県吾妻郡東吾妻町
大字厚田字烏帽子１９８６
－７０２

※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」
は適用除外です。（労働基準法第４１
条）

雇用期間の定め
なし

定年を上限

19

ひよこの入荷から育成、採卵
農場への出荷までを行うお仕
事です。
●採卵鶏ひなの飼育管理が
主な業務です。
飼育する期間は、初生ひな
（１日令）から卵の産卵開始
前の
１２０日令の間です。
●ひなを収容する鶏舎内での
作業になりますが、給餌、給
水、除糞
は、機械化により自動処理。
●お願いしたいのは、ひなの
状況の観察、
１羽づつへの予防接種（ワクチ
ンの点眼、ワクチン注射）等
●鶏の鶏舎間の移動や配送
といった仕事もあります。

※応募の際は、ハローワーク
から紹介状の交付を受けて下
さい。

有限会社吾妻コスモファーム

育雛スタッフ：ヒナ
鶏の育成 189,000円～

290,000円

(1)8時00分～17時00分

群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７７５－１３ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県吾妻郡東吾妻町
大字大戸４７７５－１３

＊鳥インフルエンザ防疫の観点から
ご自宅でインコ、文鳥、ニワトリ等の鳥
類を飼育されている方
のご応募はお受けできません。

＊ホームページをリニューアルいたし
ました。ご参照ください。
＊夕方５時以降の残業はほとんどあり
ません。
＊平成３０年１１月より隔週休２日制
を導入
＊欠勤した場合は、欠勤控除あり雇用期間の定め

なし

定年を上限
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