
賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 愛知県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,164 1,331 1,499

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.054 1,164 1,331 1,499

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 兵庫県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,128 1,289 1,452

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.021 1,128 1,289 1,452

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 岩手県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 958 1,095 1,233

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.867 958 1,095 1,233

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 神奈川県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,208 1,381 1,556

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.094 1,208 1,381 1,556

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 三重県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,090 1,246 1,404

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.987 1,090 1,246 1,404

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 宮城県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,070 1,223 1,378

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.969 1,070 1,223 1,378

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 宮崎県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 939 1,073 1,209

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.850 939 1,073 1,209

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 佐賀県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 955 1,092 1,231

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.865 955 1,092 1,231

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 埼玉県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,169 1,336 1,505

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.058 1,169 1,336 1,505

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 静岡県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,106 1,264 1,424

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.001 1,106 1,264 1,424

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 栃木県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,092 1,249 1,407

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.989 1,092 1,249 1,407

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 富山県

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,077 1,231 1,387

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 0.975 1,077 1,231 1,387

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目



賃金決定方法 職業安定業務統計

地域指数 都道府県別地域指数

交通費 実額支給

退職金 退職金在籍加算方式

地域 京都府

職種レベル基準表

職種

C B A

初級相当 中級相当 チームリーダー相当

職務内容

エスカレーションを要するが、業務に対応す

ることができる。

一通りの業務をエスカレーション無しで、業

務の対応をすることができる。

エスカレーション対応や指導を主業務とす

る。

（※Bランク以上の就業をしていること）

賃金テーブル

ランク C B A
基準値及び基準値に能力・経験調

整指数を乗じた値
（基準値）0年 1年 3年

給与 基本給 1,120 1,280 1,442

同一労働同一賃金に基づいた基準賃金

（基準値）0年 1年 3年

倉庫作業員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,104 1,262 1,422

地域調整 1.014 1,120 1,280 1,442

倉庫作業員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞754 倉庫作業員）

【倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直し、開こん（梱）・詰め替えなどの作業】

（例）倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）、冷蔵倉庫作業員

・倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）：倉庫（冷蔵倉庫を除く）において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸し、積み直

し、開こん梱）・詰め替えなどの作業

・冷蔵倉庫作業員：冷蔵倉庫において、食料品などの搬入・搬出、積み卸し、積み直しなどの作業

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

職種定義

職務レベル

項目
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