
     ◎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９月16日発行　　求人受理期間：９月１日 ～ ９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： 日祝他

採用人数： 2人 求人番号： 10020-13590411 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： 土日他

採用人数： 3人 求人番号： 10080-2758311 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：

所在地： 定年： あり一律70歳

〔必要な経験〕

就業場所：

69歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 3人 求人番号： 10030-4337611 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：

40歳以下
休日： 土日他

採用人数： 1人 求人番号： 10090-2373711 車通勤： 可

正社員 日給 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：

59歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 3人 求人番号： 10101-1738711 車通勤： 可

　　令和３年10月１日発行　　求人受理期間：９月16日 ～ ９月30日

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。

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

群馬県高崎市箕郷町富
岡１６０７－３ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県高崎市箕郷町富
岡１６０７－３

賞与・昇給については、会社の業績、
個人の勤務評価等によります。 通勤
手当については、会社規定により支給
します。 チェーンソー等、資格取得に
関しては会社で支援いたします。

加入保険/定年制
/募集にかかる特記事項

免許資格/経験

株式会社須藤木材 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定め
なし

定年を上限

42

群馬森林管理署等の 主に国
有林の造林・伐採搬出作業 
地拵（こしらい）・植林・下刈・
除伐・獣害防除他  チェーン
ソー・下刈り機使用

アイカ株式会社

林業
200,000円～
200,000円

(1)8時00分～17時00分

7

森林内で作業を行い、主に
チェーンソーで伐倒してから枝
を払い、長さで伐る仕事です。
（範囲は県内になります） 高性
能林業機械を使用しての作
業がありますが、未経験の方
でも指導いたします。 男女とも
に活躍できる職場ですが、森
林内作業のため体力を必要と

林業作業員
170,000円～
264,000円

チェーンソー・刈り払
い機、あれば尚可群馬県甘楽郡下仁田町

大字下小坂２２ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県甘楽郡下仁田町
大字下小坂２２

雇用期間の定め
なし

定年を上限

48

●林業では 近隣の山林におい
て、木材の伐採及び搬出を実
施 （草刈り機、チェーンソー等
の各種資格取得が可能です）  
●製材業では、自社製材工
場で従事します  ＊林業で雨天
等で山林での仕事に従事でき
ない時には 製材工場にて従事
できます  ＊緑の雇用事業を活

新井木材有限会社 変形（1年単位）

林業素材生産及
び製材業 207,900円～

231,000円

(1)8時00分～17時30分

雇用期間の定め
なし

群馬県桐生市黒保根町
水沼１５０ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市黒保根町
水沼１５０

＊通勤手当は、規定により算出いたし
ます  ｉ１

定年を上限

58

林業全般作業 ・作業内容（地
拵え、植付け、下刈り、枝打
ち、間伐、主伐） ・主に刈払
機、チェンソーなどを使用して
の作業となります。  ＊藤岡市、
高崎市吉井町の山林等の各
現場において、作業を行い ま
す。

多野東部森林組合

現場作業員（林業
全般作業） 168,900円～

188,500円

(1)7時30分～17時00分

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

群馬県藤岡市藤岡３１１７
－１ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県藤岡市藤岡３１１７
－１

・通勤手当は距離数に応じて支給し
ます。 ・昇給は本人の実績及び評価
によります。 ・賞与は経営状況によりま
す。  ＊賃金形態：月給制（欠勤した場
合は日割計算等で賃金を 控除しま
す）  ※ハローワーク窓口で紹介状の交

59

○工事現場での土木作業全
般・重機オペレーター業務等 
○造林業務（下刈り・植付・間
伐・除伐・獣害対策等） 生産
業務（伐採・機械のオペレー
ター等） その他、付随する業
務全般を行っていただきま
す。  ※林業経験者優遇しま
す。 ※刈払い、チェンソー講

高山林業株式会社 変形（1ヶ月単位）

土木作業員及び
森林整備事業 173,600円～

282,100円

(1)8時00分～17時00分

雇用期間の定め
なし

定年を上限

刈払い作業安全衛生
教育・チェンソー作業
特別教育（必須）

群馬県吾妻郡中之条町
大字下沢渡１２３０－３ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県吾妻郡中之条町
大字下沢渡１２３０－３

※昇給・賞与に関しては、業績、個人
の勤務成績・貢献度等による。 ※通
勤手当は会社規定により支給いたし
ます。 

林業・土木工事経験
者優遇

加入保険/定年制
/募集にかかる特記事項

免許資格/経験

求人なし

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

農林漁業求人情報


