
     ◎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12月16日発行　　求人受理期間：12月１日 ～ 12月15日

パート労働者 時給 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： 5人

求人番号： 10030-7509221

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65歳

〔必要な経験〕

就業場所：

40歳以下
休日： 他

採用人数： 1人 求人番号： 10020-19017221 車通勤： 可

正社員 月給 保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 〔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：

35歳以下
休日： 他

採用人数： 5人

求人番号： 10100-3717221

車通勤： 可

パート労働者 時給 保険： 雇用・労災 〔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： 10100-3718521

車通勤： 可
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○養豚場においての豚の飼
育業務
＊繁殖豚の管理＊子豚およ
び飼育豚の管理
＊豚の移動＊豚舎内外の清
掃・消毒
○その他上記に付随する業
務等

☆賞与支給実績あり＜前年
度年２回：２ヶ月分＞
（但し会社業績および本人の
能力等により変動の場合あり）

グロ－バルピッグファ－ム株式会社

養豚場飼育補助
＜群馬県＞ 1,200円～

1,200円

(1)8時00分～17時00分

群馬県渋川市北橘町上
箱田８００ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市新里町板
橋８０８番地

各種保険は要件を満たした場合加入

通勤手当：往復距離×３００円（２ｋｍ
未満支給なし）

親睦会への入会及び行事（暑気払
い、旅行、新年会等）
に参加していただきます。

応募書類の注意事項：履歴書は手書
きにて記載願います。

応募希望の場合は必ず紹介状の交
付を受けてください。

雇用期間の定め
なし

定年を上限

27

○養豚場においての豚の飼
育業務
＊繁殖豚の管理＊子豚およ
び飼育豚の管理
＊豚の移動＊豚舎内外の清
掃・消毒
○その他上記に付随する業
務等

☆賞与支給実績あり＜前年
度年２回＞
（但し会社業績および本人の
能力等により変動の場合あり）

☆入居可能住宅あり☆

グロ－バルピッグファ－ム株式会社

養豚場飼育業務
＜群馬県＞ 190,000円～

220,000円

(1)8時00分～17時00分

群馬県渋川市北橘町上
箱田８００ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市新里町板
橋８０８番地

通勤手当：往復距離×３００円（２ｋｍ
未満支給なし）

賞与：年２回（７月、１２月）
計５．０ケ月支給（初年度は計２．０ケ
月支給）

親睦会への入会及び行事（暑気払
い、旅行、新年会等）
に参加していただきます。

応募書類の注意事項：履歴書は手書
きにて記載願います。

応募希望の場合は必ず紹介状の交
付を受けてください。

【入居可能住宅】
県外からの移住者向けの借り上げ社
宅制度あり（最大２年間）
県内の方でも遠方の場合は応相談
家賃／月１０，０００円（水道光熱費
は実費）

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

24

養豚管理全般
・給餌
・洗浄
・豚の飼育
＊生物を扱う認識が必要な
仕事です。
＊体力、持続力が必要となり
ます

＊未経験者には簡単な仕事
からわかりやすく指導しますの
で
安心してご応募ください。

有限会社寺口養豚

養豚作業者
216,000円～
216,000円

(1)8時00分～18時00分

群馬県高崎市金古町２７
８２－２ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県高崎市金古町２７
８２－２

＊欠員募集
＊通勤手当は会社規定による。
＊欠勤控除あり

事前に電話連絡の上、応募書類を送
付下さい。
書類選考後、面接日時をご連絡致し
ます。

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

●養豚の管理業務に関する
正社員の補助など

・豚の管理補助
・豚舎の洗浄（高圧洗浄機を
使用）
・養豚農場周辺の環境整備
（除草など）
・豚舎の修繕作業（溶接、配
管、電気工事など）

株式会社林牧場 交替制あり

正社員補助（養
豚） 1,000円～

1,200円

(1)8時00分～17時00分

群馬県桐生市新里町赤
城山９２３－２３９ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県前橋市苗ヶ島町２
３３１（本社）

又は6時00分～17時00分
の間の6時間程度

＊通勤手当は、会社の規定により算
出いたします
＊勤務時間が週２０時間以上の場
合、雇用保険に加入します
＊年次有給休暇は、勤務日数に応じ
て法定通り付与します
＊社会保険は、週の勤務時間に応じ
て加入します

●就業場所の従業員数は新里農場
の人数を記載しています

＊就業場所は、桐生市新里町、前橋
市富士見町、前橋市小坂子町など、
赤城山南面の１５カ所の農場のいず
れか（応相談）

シルバー人材も歓迎します。

大型運転免許、大型
特殊免許、重機運
転、溶接、配管、電
気工事など免許ある
方は優遇します。

雇用期間の定め
なし

定年を上限
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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
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

農林漁業求人情報
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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
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

パート労働者 時給 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： 1人 求人番号： 10101-2557121 車通勤： 可

29

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。

◎６０歳以上の方、歓迎！！

株式会社矢野育雛場

養鶏作業
1,000円～
1,100円

(1)8時00分～12時00分

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋２２

(2)13時00分～17時00分

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋２２

※旅行積立制度あり（本人希望によ
る）

※雇用保険・社会保険は労働条件に
より加入となります。

※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４１条）

雇用期間の定め
なし

不問

＜2＞


