
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 1,214 1,388 1,563

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.054 1,214 1,388 1,563

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 秋田県

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 993 1,135 1,278

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.862 993 1,135 1,278

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 福岡県

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 1,071 1,224 1,379

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.93 1,071 1,224 1,379

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 広島県

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 1,122 1,282 1,444

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.974 1,122 1,282 1,444

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 北海道

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 1,067 1,220 1,374

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.927 1,067 1,220 1,374

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 茨城県

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 1,156 1,322 1,488

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.004 1,156 1,322 1,488

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 998 1,141 1,285

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.867 998 1,141 1,285

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 鹿児島県

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 1,000 1,143 1,287

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.868 1,000 1,143 1,287

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 1,168 1,335 1,503

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.014 1,168 1,335 1,503

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 大阪府

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 1,246 1,424 1,604

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.082 1,246 1,424 1,604

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 1,218 1,393 1,568

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.058 1,218 1,393 1,568

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 滋賀県

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 1,137 1,299 1,463

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.987 1,137 1,299 1,463

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 1,139 1,302 1,466

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.989 1,139 1,302 1,466

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 東京都

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 1,316 1,505 1,694

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.143 1,316 1,505 1,694

項目
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

項目

職種定義

職務レベル



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 1,123 1,284 1,445

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.975 1,123 1,284 1,445

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 山形県

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 1,026 1,173 1,321

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.891 1,026 1,173 1,321

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 山口県

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 1,050 1,201 1,352

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.912 1,050 1,201 1,352

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 1,176 1,344 1,514

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.021 1,176 1,344 1,514

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 1,260 1,440 1,622

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 1.094 1,260 1,440 1,622

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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 長崎県

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 977 1,116 1,257

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

配達員 通達に定める職業安定業務統計調査 1,151 1,316 1,482

地域調整 0.848 977 1,116 1,257

配達員（Ｋ 運搬・清掃等の職業＞755 配達員）

【荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事、取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事、新聞を配達する仕

事、自動販売機に商品を補充し売上金を回収する仕事】

（例）荷物配達員、ルート集配員、新聞配達員、自動販売機商品補充員

・荷物配達員：荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事

・ルート集配員：取引先の事業所・個人宅を巡回して、荷物・商品などを配達・回収する仕事

・新聞配達員：定期購読者に新聞を配達する仕事

・自動販売機商品補充員：自動販売機に商品・釣銭を補充し、売上金を回収する仕事、取引先の小売店を訪問して、商品

の注文受付、取引量を増やすための営業活動を行う仕事

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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