
     ◎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３年８月16日発行　　求人受理期間：８月１日 ～ ８月15日

正社員 日給 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： 2人 求人番号： 10070-2071111 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65歳

〔必要な経験〕

就業場所：

64歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 2人 求人番号： 10101-1550611 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： 厚生

所在地： 定年： あり一律60歳

〔必要な経験〕

就業場所：

40歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 1人 求人番号： 10090-2148711 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： 厚生

所在地： 定年： あり一律60歳

〔必要な経験〕

就業場所：

40歳以下
休日： 日他

採用人数： 1人 求人番号： 10090-2149811 車通勤： 可

正社員

日給

保険： 雇用・労災・健康・厚生 〔免許・資格〕

年金： 厚生

所在地： 定年： なし

〔必要な経験〕

就業場所：

不問
休日： 日祝他

採用人数： 1人 求人番号： 10090-2173811 車通勤： 可

正社員

日給

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： 土日他

採用人数： 2人 求人番号： 10030-4183611 車通勤： 可

　　令和３年９月１日発行　　求人受理期間：８月16日 ～ ８月31日

正社員 日給 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： 土日祝他

採用人数： 1人 求人番号： 10101-1680911 車通勤： 可

本書は、群馬労働局から送付された資料を群馬県林業労働力確保支援センターで編集したものです。
実際の応募については、ハローワークにご確認ください。

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県沼田市白沢町上古
語父１５３－４

＊駐車場無料 ＊定年年齢以上の方
の応募の場合は別途ご相談ください。 
＊通勤手当：通勤時間が１時間を超
える場合は別途ご相談下さい。  ※基本
給計算式：日給×月平均労働日数

免許資格/経験

7

山林内における伐出から造・
育林までの仕事をしています。
 ・機材を使用して、山中から丸
太を運び出す作業です。  ＊車
両系建設機械等の資格をお
持ち方は優遇！（チェーン
ソー、刈払機の使用ができれ
ば尚可） ＊男女ともに活躍でき
る職場です。  

小菅林業有限会社
フォレストワーカー
／林業作業員 194,400円～

324,000円

(1)8時00分～17時00分 チェーンソー・刈払機
等の資格あれば尚可群馬県沼田市白沢町上古

語父１５３－４

No
雇用形態/職種

/雇用期間
仕事内容/採用人数

賃金/年齢制限
/制限事由

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

雇用期間の定め
なし

定年を上限

16

○造林・保育作業 （地ごしら
え、植付け、下刈、除伐、獣害
対策、間伐等） ○伐採・搬出
作業 （伐木、造材、集材、搬
出、積込、機械運転等） ○林
道の保守・管理等 その他、付
随する業務全般を行っていた
だきます。  ※刈払・伐木等、林
業に係わる修了証等あれば尚

吾妻森林整備株式会社 変形（1ヶ月単位）

林業（森林作業）
215,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分

群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋１５１－１ 〔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１５１－１

※刈払機安全衛生教育修了証、伐木
等安全衛生特別教育修了証は入社
後に取得可能。  ※昇給・賞与に関して
は、企業業績、個人の勤務成績・貢献
度等による。 

林業経験あれば尚可 
※経験者優遇

雇用期間の定め
なし

定年を上限

39

森林保育全般の業務です。 ・
造林、保育作業 植付、下刈
り、つる切り、寒伏せ、寒起し、
獣害防除、 地揃え、除伐、枝
打ち、間伐等 ・伐木造材搬出 ・
各種測量業務 ・森林作業道作
設、改良工事 その他、上記附
帯作業をお願いします。 ＊
チェーンソー、刈払機の使用

神流川森林組合 変形（1年単位）

森林の保育他
176,400円～
250,000円

(1)7時30分～17時00分

雇用期間の定め
なし

〔募集にかかる特記事項〕

不問

群馬県多野郡神流町麻生
９２番地

キャリア形成

群馬県多野郡神流町麻生
９２番地 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県多野郡神流町麻生
９２番地

・通勤手当：距離数に応じて支給規則
有ります。  ※ハローワーク窓口で紹介
状の交付を受けてから応募 して下さ
い。 ※事前連絡のうえ、応募書類をご
郵送下さい。 書類選考後ご連絡いたし
ます。

群馬県多野郡上野村大字
楢原甲１２３０ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県多野郡上野村大字
楢原甲１２３０

・村営住宅を斡旋します。  会社カレン
ダーによる ・土曜は第２・４休み ・年末
年始休暇１２／２９～１／４ ・夏期休暇
８／１３～８／１６ ＊天候等により変動
する場合があります。  ※ハローワーク窓
口で紹介状の発行を受けてから応募し

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

・チェーンソーや刈払機による
森林の伐採や整備（間伐等）
を 主に行って頂きます。 ・土木
工事一式（林道の開設や補修
等）、家屋の解体工事を 行う
場合も有ります。 その他、上記
附帯作業をお願いします。  ＊
主に山林内での作業です。 ＊
男女問わず歓迎します。 ＊６０
歳以上の方の応募も可能で
す。 ＊見学も可能ですので、お
問い合わせください。  ※採用
後、上野村村内に住んでいた
だける方を希望します。

有限会社青木林業

変形（1年単位）

林業・土木作業
209,300円～
209,300円

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定め
なし

群馬県多野郡神流町麻生
９２番地

・昇給賞与は、本人の能力実績と事業
所業績に応じて支給します。 ・通勤手
当は距離数に応じて支給します。  ＊賃
金形態：月給制（欠勤した場合は日割
等で賃金控除）  ※ハローワーク窓口で
紹介状の交付を受けてから応募して

免許資格/経験

群馬県桐生市菱町５丁目
６１６－６ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市菱町５丁目
６１６－６

＊採用後は雇用保険に加入（現在該
当者なし）  ＊昇給、賞与は業績により
ます   ｉ１

現場の経験者

ホシノ木材

(1)8時00分～16時30分

No
雇用形態/職種

/雇用期間
仕事内容/採用人数

賃金/年齢制限
/制限事由

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

40
176,400円～
250,000円

林業（森林施業の
管理）

(1)8時30分～17時30分

変形（1年単位）神流川森林組合・森林施業のプランニング 施業
地の確保、所有者との打合
せ、施業進捗管理 ・各種書類
の作成 企画、見積、実績報告
書等  その他、付帯業務（整
理、整頓、清掃含む）がありま
す。  ＊県内はもちろん県外から
も集まり、神流町を盛り上げて
います。

43

●樹木の伐採、造材 ●林業
機械での積込み、運搬など  ※
チェンソー免許取得者、林業
用重機免許取得者は歓迎  ※
現場は桐生市・みどり市・佐野
市・足利市など （場所により直
行直帰可能）現場作業員（樹木

伐採・積込みな
ど）

184,500円～
246,000円

雇用期間の定め
なし

不問

41

〔募集にかかる特記事項〕

雇用期間の定め
なし

不問

12

山林の木材をチェンソー等に
より伐倒、切断の仕事をしてい
ただきます。  ※この仕事のため
にチェンソーの研修を受けてい
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。

あがつま森林育成事業協同組合
木材切断作業

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
字植栗２７５５－１

群馬県吾妻郡東吾妻町大
字植栗２７５５－１

※昇給・賞与に関しては、企業業績、
個人の勤務成績・貢献度等に よる。

農林漁業求人情報


