NO

1

2

3

4

5

6

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

パート

1）9:00～14:00

時給：820円

土・日・祝
大学の休日により長期休暇あり

パート

1）8:30～14:30

・社員食堂での調理、盛付業務
・食器、調理器具などの洗浄
・片付けなど

時給：820円

土・日・祝

※60歳以上の方も歓迎します。

嘱託社員

1）09:00～17:30

月給：170,000円

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）09:00～17:30

時給：820円～

シフト制(月６～８日程度休み）

パート

1）08:00～14:30
2）09:00～15:30
1週間ごとに交代

時給：835円

土・日・祝
夏休み・冬休み・春休み

パート

1）06:00～08:30

調理・盛付（県立広島大学）

調理・盛付（三菱日立）

弁当の配達（みずほ海田配送センター）

弁当の配達（みずほ海田配送センター）

調理（昭和北小学校給食）

調理（神田造船若葉寮内）
時給：920円

7

8

9

内容
・大学内の食堂にて調理、盛付、後片付け、食器洗浄、清掃等を行っていただき
ます。
・年間160日程度の勤務です。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは広島市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは広島市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

・小学校の給食調理補助、準備、片付けの業務
・食材（野菜・肉など）のカット及び調理（煮炊き等）を行います。
・厨房等の片付けや清掃などを行います。

1）9:00～15:00

時給：820円

土・日・祝

パート

1）8:00～14:00の間で
4.5時間の勤務

時給：850円～900円

日・祝・他月2日

パート

1）09:00～15:00

時給：820円

日・祝及び火～土曜日の
間で2～3日

パート

1）08:30～14:00

時給：820円

日・祝及び月～土曜日の
間で2～3日

パート

1）09:00～14:30

時給：820円

1）日・祝及び月～土の内1日
又は
2）日・祝及び月～金

パート

1）10:00～14:00
2）15:00～18:00

時給：820円

シフト制(月８日程度休み）

パート

1）10:00～18:00
2）05:00～18:00月4回程度

時給：950円

シフト制(月８日程度休み）

嘱託社員

1）08:30～17:30

月給：160,000円
管理栄養士は別途20,000円の
手当支給

シフト制(月６～８日程度休み）

調理補助（日新若葉クラブ）

調理（明徳幼稚園）

広島県安芸郡海田町

広島県安芸郡海田町

広島県呉市焼山

広島県呉市吉浦

・レストランでの調理補助及び盛付
・食事の終わった食器の片付け、洗浄等清掃業務

・注文等の受発注
・電話応対
・検品

・幼稚園における給食業務全般を行っていただきます。
・月～土曜日の間で、週3～4日の勤務(月曜日は固定、火～土曜日はシフト制)
となります。

広島県呉市若葉町

広島県呉市光町

広島県呉市海岸

・保育園における給食業務全般を行っていただきます。
・月～土曜日の間で、週3～4日の勤務(シフト制)となります。

10 調理（みらい乳児保育園）

広島県呉市本通

11 調理・販売・その他（ケゴヤドック）

12 調理（角医院内）

食堂内で、200人分の調理（定食、麺類、ご飯物、汁物等）、販売、食器洗浄
（手洗いにて）、後片付け等。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市警固屋

・老人介護施設入所者、入院患者への食事の調理業務全般

広島県呉市音戸町

13 調理（角医院内）

14 栄養士・管理栄養士（角医院内）

広島県呉市宝町

寮の賄い業務 （１5人分程度の食事）
＊調理・洗浄・その他（盛り付け、 片付け、清掃）

※60歳以上の方も歓迎します。

事務（本社/営業商事）

広島県広島市南区

※10名程の体制で本業務を行います。

※60歳以上の方も歓迎します。
ローテーションにより週3～4日程度 ※食数により早出の場合があります（30分～1時間程度）

パート

場所

・老人介護施設入所者、入院患者への食事の調理業務全般

広島県呉市音戸町

・老人介護施設入所者、入院患者への献立作成（パソコン使用）等
栄養士・管理栄養士業務全般
・書類作成業務（発注関係等）
・電話応対等

広島県呉市音戸町

NO

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

フルタイム

1）08:30～17:30

15 栄養士・管理栄養士（角医院内）

16 管理栄養士（みずほ）

17 管理栄養士（みずほ）

栄養士時給：850円
管理栄養士時給：880円

シフト制(月８日程度休み）

正社員

1）08:30～17:30

月給：165,700円
～195,300円
管理栄養士手当別途20,000円支給

日・祝・他月2日

嘱託社員

1）08:30～17:30

月給：220,000円
～280,000円
管理栄養士手当別途20,000円支給

日・祝・他月2日

パート

1）09:00～15:00

時給：880円

土・日・祝

パート

1）07:00～10:00

時給：950円

土・日・祝日
夏休み・冬休み・春休み

パート

1）09:00～15:00

18 管理栄養士（みずほ）

19 米飯の計量・仕分け（みずほ）

内容
・老人介護施設入所者、入院患者への献立作成（パソコン使用）等
栄養士・管理栄養士業務全般
・書類作成業務（発注関係等）
・電話応対
・現場作業もあります。

場所

広島県呉市音戸町

・献立作成。
・発注業務。
・その他の書類作成。
・盛付
・電話応対。
・栄養相談

広島県呉市郷原町

・献立作成。
・発注業務。
・その他の書類作成。
・盛付
・電話応対。
・栄養相談

広島県呉市郷原町

・呉市内の事業所における献立作成をパソコンを使用して行います。
・書類作成業務(食材の発注関係等)を行います。
・電話応対等を行います。

・呉市内の小学校給食のご飯の計量、仕分け作業
・工場内で炊飯され、ラインから出てきたご飯を計量しながら食缶に入れ、各学校
及びルートごとに仕分けをする作業となります。
※(ご飯・食缶を合わせても最大で10ｋｇ未満です。)

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

・電話応対、台帳記入、各種伝票整理等の一般事務
パソコン使用（エクセル、ワード程度）

20 事務（みずほ）

広島県呉市郷原町

時給：820円

シフト制(月６～８日程度休み）

嘱託社員

1）03:00～12:00

月給：226,800円～250,000円

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）02:00～10:00

・工場での弁当の調理、2,000食程度を３～４人で調理します。

21 調理師（みずほ）

広島県呉市郷原町

・工場での弁当の調理、2,000食程度を３～４人で調理します。

22 調理師（みずほ）

広島県呉市郷原町
時給：1,500円（2時～５時）
シフト制(月６～８日程度休み）
時給：1,200円（５時～１０時）

パート
23 盛付（みずほ）

ライン盛付時給：900円（6時30分～8時）
時給：820円（8時～１1時）
個別対応盛付時給：1,000円（6時30分～8時）
時給：900円（8時～１1時）

フルタイム

1）06:00～11:00

・弁当の盛付作業
立ち仕事で流れ作業となります。
1日約2,000食

1）08:00～12:00

24 調理補助（みずほ）

・弁当の調理補助業務、2,000食程度を行います。
・調理師2人体制の補助業務です。
※60歳以上の方も歓迎します。

時給：1,000円

1）08:30～12:00
2）12:30～17:30

時給：820円～870円

シフト制(月６～８日程度休み）

嘱託社員

1）08:30～17:30

月給：170,000円

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）08:30～17:00

時給：820円～

シフト制(月６～８日程度休み）

パート

1）05:30～08:00

26 弁当の配達（みずほ）

27 弁当の配達（みずほ）

28 調理（武田中・高等学校内）
時給：1,020円

広島県呉市郷原町

シフト制(月６～８日程度休み）

パート
25 弁当の配達（みずほ）

広島県呉市郷原町

シフト制(月６～８日程度休み） ※60歳以上の方も歓迎します。

週2日～5日で相談可

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

個人宅への弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内・広島方面です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

・寮生の朝食の調理補助及び盛付（約80食）、並びに食器の洗浄及び
片付けを行います。
・その他清掃等の業務もあります。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

広島県東広島市黒瀬町

NO

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

パート

1）05:00～08:30

内容

場所

・社員食堂での調理・盛付・片付・清掃を行って頂きます。
※約250食分を8人で調理します。
※60歳以上の方も歓迎します。

29 調理・盛付（中国工業）
時給：900円（5時00分～8時）
時給：820円（8時以降）

土・日・祝

パート

1）05:00～08:30

時給：920円

ローテーションにより週2日程度

パート

1）17:00～21:00

30 調理（呉港高校）

・高校の寮生（30名ほど）への朝食の準備、簡単な調理、あと片付けを
行って頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

31 調理（呉港高校）
時給：880円（17時～18時）
時給：920円（18時～21時）

広島県呉市広

・高校の寮において、簡単な調理作業を行います。
・夕食の準備、後片付けを行います。
・寮生は30人くらいです。2人で従事します。

広島県呉市広

広島県呉市広

ローテーションにより週1～2日程度 ※16：30からの出勤もあります。
※60歳以上の方も歓迎します。

パート

1）06:00～09:00

時給：920円

祝日を除く月曜日～金曜日

32 調理その他（神田造船月の浦寮内）

寮の賄い業務 （１０～２０人分の食事）
＊調理・洗浄・その他（盛り付け、 片付け、清掃）
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市川尻町

