
     ◎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４月1日～５月１７日発行　　群馬県林業労働力確保支援センターで改変

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： 10030-1789111 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：

35歳以下
休日： 土日祝他

採用人数： 1人 求人番号： 10030-1702311 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： なし

〔必要な経験〕

就業場所：

40歳以下
休日： 土日祝他

採用人数： 2人 求人番号： 10090-901411 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65歳

〔必要な経験〕

就業場所：

64歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 1人 求人番号： 10080-1082411 車通勤： 可

正社員 その他 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：

35歳以下
休日： 日祝他

採用人数： 2人 求人番号： 10070-1127211 車通勤： 可

正社員 その他 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： 日祝他

採用人数： 2人 求人番号： 10070-1130611 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： 10030-2459711 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：

45歳以下
休日： 日祝

採用人数： 1人 求人番号： 10030-2155211 車通勤： 可

雇用期間の定め
なし

定年を上限

4

   貯木センターでの・丸太の選
  別・整理・販売・管理・運搬

下仁田町森林組合 変形（1年単位）

木材（選別運搬）
180,000円～
191,250円

(1)8時00分～17時05分

3

林業を主とした作業の募集で
  す。・造林、保育作業：地ごし

らえ、植付け、下刈、除代、保
  育、間伐等・造園、土木：植木

の手入れ、造園工事、林道の
 保守、管理、草刈等その他、

上記附帯作業をお願いしま
  す。＊未経験者の方は、丁寧

 に指導致します。＊資格取得

みかぼ林業株式会社
林業・造園土木

170,000円～
300,000円

(1)7時30分～17時00分

雇用期間の定め
なし

1

  山林の木材の伐採・搬入・
    チェーンソー使用・重機使用
 ＊体力を要します未経験の方

  には指導します※トライアル雇
用併用求人

株式会社前林
立木の伐採作業
（トライアル雇用併
用求人）

192,800円～
289,200円

(1)7時30分～16時10分

群馬県桐生市黒保根町
水沼１８９ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市黒保根町
水沼１８９

＊通勤手当は、会社の規定により算
  出いたします※大型自動車免許・

フォークリフト運転技能者・チェンソー
    の使用経験者優遇ｉ１

8

  ・木材伐採、搬出・木材集材・
 チェンソー使用・高性能林業

  機械オペレーター＊木製品等
の重量物を運ぶため、体力を

 必要とする仕事になります。ま
た、取扱う機械には危険な機

 械もあるため機敏な行動と、
   注意力を伴う仕事になります。

金子林産有限会社 変形（1年単位）

林業作業員
172,800円～
289,440円

(1)8時00分～17時15分

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

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7

 ●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）

ホシノ木材
現場作業員（樹
木伐採・積込みな
ど）

184,500円～
246,000円

(1)8時00分～16時30分

雇用期間の定め
なし

不問

チェンソーの研修修
了証・刈り払い機の研
修修了証両方必須

群馬県沼田市利根町根
利４５０

(2)8時30分～12時15分

〔募集にかかる特記事項〕

群馬県沼田市利根町根
利４５０

 ＊駐車場無料＊仕事柄、体力・根
気・忍耐が問われます。又、山中の
仕事になりますので、危険を伴いま
す。危険察知能力、危険を避ける能
力、集中力もいります。仕事をする中

 で身につけて行ってください。＊土曜

造林業の経験6

国有林内での造林作業です。
チェンソー、刈り払い機を使用

 します。・地拵え（じごしらえ）、
植え付け、下刈り、つる切り、

  除伐、獣害対策＊造林業の
    経験のある方を募集します。

赤城造林有限会社
造林作業員

225,000円～
225,000円

(1)8時30分～16時45分

雇用期間の定め
なし

不問

群馬県沼田市町田町６９
４－１ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県沼田市町田町６９
４－１

 ＊駐車場無料＊各種資格の取得支
援があります。（チェーンソー、刈払

 機、車両系建設機械等）＊試用期間
中の賃金について：基本給７，５００円

 ＋みなし残業手当２，５００円（１Ｈ）
  ＊入社祝金５万／規定あり【応募前

5

森林管理署や各企業より委託
された仕事を実施しておりま

 す。・山林や開発現場にて樹
 木を伐採する作業です。・就

業場所は県内各所、県外もあ
 ります。・チェーンソー、刈払

機、重機等を使用しますが、
資格がない場合は会社が取

  得を支援いたします。＊未経

小田原緑化開発株式会社
伐採工

243,000円～
363,375円

(1)8時00分～16時00分

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

 群馬県甘楽郡下仁田町
下小坂４５番地の７＊ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県甘楽郡下仁田町
 大字馬山４０３９貯木セン

ター

  有給休暇は法定通り。フォークリフト
  採用後取得可能賃金は経験を考慮

  します。必ず、ハローワーク紹介状を
    ご持参ください。

キャリア形成

チェーンソー・刈払機
の資格あれば尚可群馬県藤岡市下日野２３

５ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県藤岡市下日野２３
５

・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。・試用期間後、作業服、工具を
   貸与します。＜ＨＷ職員へ＞問合せ

番号は、求人補足情報を参照下さ
  い。※ハローワーク窓口で紹介状の

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

群馬県みどり市東町花輪
２３７ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県みどり市東町花輪
２３７

  ＊通勤手当は組合の規程により算出
＊電話連絡のあと、応募書類を郵送

 してください。追って、書類選考結果
 をお知らせします。書類選考通過の

方へは別途面接日程等ご連絡いたし
ます。ｉ１

雇用期間の定め
なし

定年を上限

2

 ●森林の調査、測量●森林
 整備の現場管理●森林施業

 のプランニング●森林整備に
  関する補助金等の申請事務

＊現場仕事の際は、同行し指
 導します未経験者もしっかりサ

 ポートいたします業務に関する
経験や知識がある方は、優遇

  します＊森林を守り、育て、未

わたらせ森林組合
森林の調査及び
現場管理・事務 160,000円～

250,000円

(1)8時30分～17時15分

群馬県桐生市梅田町四
丁目７７５－１ 〔募集にかかる特記事項〕

群馬県桐生市梅田町四
丁目７７５－１

※悪天候時は休みとなる。振替にな
    る場合あり※経験者優遇※作業服・

  ヘルメット・安全靴支給します※トライ
 アル期間３ヶ月（日給８，０００円）ｉ１

加入保険/定年制
/募集にかかる特記事項

免許資格/経験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

林業求人情報

＜1＞



加入保険/定年制
/募集にかかる特記事項

免許資格/経験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

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： 10090-1176911 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： 10090-1295511 車通勤： 可

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。

9

 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
175,500円～
250,000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

・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

10

 ・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。

神流川森林組合 変形（1年単位）

林業（森林施業の
管理） 175,500円～

250,000円

(1)8時30分～17時30分

雇用期間の定め
なし

キャリア形成

＜2＞


