
＜評価方法＞
■入札手続きにおいて、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」

を入札参加者から提出を受けた場合、総合評価において右表の
とおり加点を行う（加算点の5%以上の整数）。

■評価項目は以下のいずれかを入札者が選択可能な内容とする。
(1)契約を行う予定の会計年度に開始する入札者の事業年

度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均
受給額（※１）」を右表の率以上増加させる旨を従業員に表明。

(2)契約を行う予定の年の暦年において、対前年比で「給与等受
給者一人当たりの平均受給額（※１）」を右表の率以上増加させ
る旨を従業員に表明。

評価基準

【大企業】
一人当たりの平均受給
額を３％以上増加するこ
とを表明

【中小企業等】
給与総額又は一人当た
りの平均受給額を
１．５％以上増加するこ
とを表明

主
な
総
合
評
価
落
札
方
式

S型 加算点 技術提案 ６０点
賃上げによる加算点 ＋ ４点 （※５点減点）

計 ６４点
（※段階選抜の場合、一次審査では加点をしない）

Ⅰ型・Ⅱ型 加算点 企業の能力等 ２０点
技術者の能力等 ２０点
賃上げによる加算点 ＋ ３点 （※４点減点）

計 ４３点

企業能力
評価型

加算点 企業の能力等 ２０点
賃上げによる加算点 ＋ ２点 （※３点減点）

計 ２２点

チャレンジ型 加算点 企業の能力等 ５点
技術者の能力等 ５点
賃上げによる加算点 ＋ １点 （※２点減点）

計 １１点

＜対象工事＞
■令和4年4月1日以降に契約する全ての総合評価落札方式（令和4年2月1日以降に入契委員会等を開始する調達案件から原則適用する。）

■令和3年11月に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に

向けて～」において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の

評価項目に賃上げに関する項目を導入。

■賃上げを表明した場合、総合評価において加点を行う。

1

＜賃上げ基準に達していない場合＞

◇需要拡大による経済成長のため、対前年度比等で賃上げ実施を表明する企業に対して評価

【修 正】
令和4年2月から

※１：中小企業等においては、「給与総額」又は「給与受給者一人
当たりの平均受給額」のいずれを採用することも可能とする。

【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価

■本取組により加点を受けた落札者の事業年度等が終了した後、
賃上げ実績の確認を行い、賃上げ基準を達成していない場合
又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合等は、その後
の１年間は総合評価落札方式による入札へ参加する全ての工
事において、加算点よりも大きな割合の減点を行う（右表※）。

工事の場合



＜賃上げ表明書の評価（加点）を実施する適用期間について

【追 加】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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R4.10月 R5.9月

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R4.4月 R5.3月

R5.3月 R6.2月

契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度における前年度比での賃上げを表明した場合が加点対象※

暦
年
単
位
の
場
合

R5.10月 R6.9月

R5.4月 R6.3月

R6.3月 R7.2月

R4.1月 R4.12月

R5.1月 R5.12月

契約を行う予定の年（暦年）における前年比での賃上げを表明した場合が加点対象

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の

期間（決算時期）が異なる）

前年度比での賃上げを表明する
対象となる事業年度の期間

前年比での賃上げを表明する
対象となる暦年の期間

契約予定日がR4.4～R5.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.4～R6.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR4.4～12月にある場合は
令和４年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.1～12月にある場合は
令和５年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日の範囲
（R4.4～R5.3月）

契約予定日の範囲
（R5.4～R6.3月）

契約予定日の範囲
（R4.4～12月）

契約予定日の範囲
（R5.1～12月）

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の

期間（決算時期）が異なる）

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間



＜賃上げ実施の確認＞
■落札者が本取組により加点を受けた場合、表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等（事業年度

及び暦年）が終了した後、速やかに事後確認書類などを提出し確認する。
■提出書類及び確認方法

■提出期限
(1)事業年度単位での賃上げを表明した場合は、

「法人事業概況説明書」を当該事業年度終
了月の翌々月末までに提出（※３）。

(2)暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給
与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
の場合は、翌年の1月末までに提出。

＜備考：共同企業体の場合＞
■加点は、全ての構成員が表明書を提出した場合に加点対象

とする。
■減点は、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未

達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、
未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を
構成員に含む共同企業体に対して行う。

【修 正】
令和4年2月から

発
注
者
・

評
価
者

競
争
参
加
者

（

Ａ
者

）

賃上げを表明した年度と
その前年度の法人事業
概況説明書等を提出
（資料４、資料５、資料６）

入札
公告

令和●年度Ａ改良工事
(施工能力評価型Ⅰ型)

入札
公告

令和●年度Ｂ修繕工事
(施工能力評価型Ⅰ型)

財務省

⑤通知（報告を受けた月の最終営業日までに各省庁の長へ通知）

③賃上げ実績の確認

入札
公告

令和●年度Ｃ改良工事
(技術提案評価型Ｓ型)

⑦Ｂ工事における賃上
げ加算点よりも大き
な割合を減点

通知を受けた日からＡ者の加算点を減点（１年間）

②本取組により加点
を受け落札 ⑥競争参加申請書等提出

①競争参加申請書等提出
（表明書を提出）

・令和4年4月 ・令和5年4月

従業員への賃金
引上げ計画を表
明
（資料１、資料２、
資料３）

⑦Ｃ工事における賃上
げ加算点よりも大き
な割合を減点

⑥競争参加申請書等提出

④報告（賃上げ基準に達していない場合）

※減点措置の通知を受けた日以降に入札公告を行う案
件において減点を行う。

※上図例の場合、⑤通知を受けた者は、減点措置を受
けている期間中（１年間）の全ての総合評価落札方式
による調達について、減点することとなります。

・Ⅰ型の場合は、４点を減点する。
・Ｓ型の場合は、５点を減点する。

【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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（１）事業年度単位での賃上げを表明した場合
契約を行う予定の年の４月以降に開始する入札者の事業年度において、対
前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（※１）」を定める率以上
増加させる旨を従業員に表明した場合。

賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」において

の金額を比較（※１）

（※１）中小企業等において、給与総額を採用する場合は（「労務費」＋「役員報酬」＋
「従業員給与」の合計額）とする。

（２）暦年単位での賃上げを表明した場合
契約を行う予定の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの
平均受給額（※２）」を定める率以上増加させる旨を従業員に表明した場合。

賃上げを表明した暦年とその前暦年の「給与所得の源泉徴収票等の法定
調書合計表」において

の金額を比較（※２）
「労務費」＋「役員報酬」＋「従業員給与」の合計額

「期末従業員等の状況」の計

「 俸給、給与、賞与等の総額」の支払金額

「人員」

A

（※２）中小企業等において、給与総額を採用する場合は（ 俸給、給与、賞与等
の総額」の支払金額）とする。

⑤通知（減点措置の開始時期
及び期間等について通知）

A

工事の場合

（※３）落札者が法人税法第75条の２の規定により申告書の提出期限を延長した
場合は、同条の規定により税務署へ提出した申請書の写しについて賃上げ
を表明した事業年度終了月の翌々月までに提出することにより、同条の規
定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。



【修 正】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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＜入札公告時、賃上げ実施を表明する場合に提出する書類＞
■賃上げを実施する企業のうち、総合評価落札方式において加点措置の評価をする場合（賃上げ実施を表明する場合）は、

審査基準日までに下記書類を競争参加資格確認申請書へ添付して提出すること。
・大企業※１･・・・・･･従業員への賃金引上げ計画の表明書（資料１※3）
・中小企業等※1・・・従業員への賃金引上げ計画の表明書（資料２※3）及び直近事業年度の法人税申告書の写し（資料３）※2

※1 中小企業等とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同法第66条第6項に該当する者は除く。大企業はそれ以外の者のことをいう。
※2 法人税申告書は、申請する者が中小企業等に該当するか確認するための資料です。（中小企業等の場合は、①に○があり、かつ③に○がないこと。②に○があること）
※3 資料番号は、工事案件ごとに異なるため、入札公告及び入札説明書等を確認すること。

（資料１）大企業 （資料２）中小企業等 （資料３）直近事業年度の法人税申告書の写し
① ②

③



左記、事後確認書類のいずれかを提出する際に、併せ
て「賃上げ実施状況申告書」を提出してください。

・当該申告書は、事後確認書類から算出される給与等
受給者一人当たりの平均受給額【大企業・中小企業
等】又は給与総額【中小企業等】及び賃上げ率を確認
するための資料です。

・また、当該事業年度又は暦年の間に、調達案件が複
数ある場合に、対象となる工事を確認するための資料
です。

（注）当該資料は、事後確認資料（資料４又は資料５）を補完する
ための参考資料です。

（注）大企業、中小企業等によって、様式は異なります。

事後確認書類は、競争参加者が賃上げ申請時に選択した評価項目によって提出書類が異なります。

（１）事業年度により賃上げを表明した場合
賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」に
おいて

の金額を
比較（※１）

（※１）中小企業等において給与総額を採用する場合は、「①労務
費」＋「②役員報酬」＋「③従業員給与」の合計額とする。

（提出期限）当該事業年度終了月の翌々月末まで。
（提出方法）提出方法はメールとし、提出先などの詳細については

入札説明書等へ記載のとおり。

（２）暦年により賃上げを表明した場合
賃上げを表明した暦年とその前暦年の「給与所得の源泉徴収票
等の法定調書合計表」において

の金額を
比較(※２)

（※２）中小企業等において給与総額を採用する場合は、「①
俸給、給与、賞与等の総額」の支払金額とする。

（提出期限）翌年の1月末まで。
（提出方法）提出方法はメールとし、提出先などの詳細については

入札説明書等へ記載のとおり。

「①労務費」＋「②役員報酬」＋「③従業員給与」の合計額

「④期末従業員等の状況」の計

「① 俸給、給与、賞与等の総額」の支払金額

「②人員」

A

【修 正】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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＜賃上げを表明した事業年度完了後、実績を確認するため必ず提出する書類＞
■落札者が賃上げによる加点を受けた場合、表明した率の賃上げを実施したか確認するため、当該落札者の事業年度等（事

業年度及び暦年）が終了した後、提出期限までに事後確認書類（資料４又は資料５）※３及び資料６-１等を提出すること。

④

①

②
③

①②

A

（資料４） （資料５） （資料６-１）
（資料６-２）

※３ 資料４又は資料５により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者による同等の賃上げ実績書類をもって上記書類に代えることができる。



※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、
企業の真摯な対応を期待するもの。

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。

【追 加】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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○確認書類の提出方法

・賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により「入札説明書
に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められ
る」ことが明記された書面（資料６-３）を、賃上げを行ったことを示す書類と共
に提出。

※賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃
上げ実績を証明させることも可能。

○「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

・中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受
給額」いずれを採用することも可能。

・各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃
金などにより評価することも可能。

・通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない
場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえ
て判断することも可能。 （具体例は次頁）

○賃上げ実績の確認において、標準的な方法とされている「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表」により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認
することができると認められる書類に代えることができるとされているところ。

○賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、具体的な確認書類の提出方法、「同等
の賃上げ実績」と認めることができるかの現時点における考え方についての運用を整理。

（資料６-３）



【追 加】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価
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○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する。

・継続雇用している給与等受給者への支給額で評価する。

⇒ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等に対応

・定年退職者の再雇用や育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる者を除いて評価する。

⇒雇用確保やワークライフバランス確保の取組に対応

・計画的に超過勤務を減らしている場合、超過勤務手当等を除いて評価する。

⇒働き方改革の推進、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応

・災害時の超過勤務や一時雇用、業績に応じ支給する一時金や賞与等を除いて評価。

⇒災害等による業績の変動等の企業がコントロールできない変動要因に対応

○通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する。

・一部の従業員の給与が含まれない場合、別途考慮して評価する。

・外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれる場合、これを除いて評価する。

・退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれる場合、これを除いて評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合、これを除いて評価する。

・令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときか

ら１年間の賃上げ実績を評価する。

※上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない
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・契約担当官等が各省各庁の長へ報告
・各省各庁の長は、財務省へ報告
・財務省が調製し各省各庁の長へ通知
・各省各庁の長は契約担当官等へ連絡
・契約担当官から対象者に減点措置の開始時期、
期間を通知

加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の終了後に中国地
方整備局総務部契約課へ提出

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①年度単位又は②暦年単位での表明）

大企業の場合 ･･･資料１を提出
中小企業等の場合･･･資料２及び資料３を提出

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明 資料４
法人事業概況説明書

②年単位による賃上げ表明 資料５
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

賃上げ基準に達していない者については、財務省か
ら通知された日から１年間、国の総合評価落札方式
の調達の全てにおいて、加点より大きな割合の減点

加点措置

実績確認 賃上げ基準に達していない者の情報

減点措置

①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度
②契約を行う予定の暦年

工事、物品、役務：加算点の５％以上の整数分
業務：技術点の５％以上の整数分

適用対象：４／１以降に契約締結する総合評価落札方式の工事、業務、物品・役務 （令和4年2月1日以降に入契委員会等を開始する調達案件から原則適用する。）

＜賃上げを実施する企業に対する加点措置及び基準に達していない場合の流れ＞

賃上げ実施
状況申告書
資料６-１
資料６-２

及び

（実績確認は不要）

③第三者により、同等の賃上げ実績を確認する
ことができる資料であると認められる書類等

資料６-３

資料４又は資料５により賃上げ実績が確認できない場合



＜評価方法＞
■入札手続きにおいて、「従業員への賃金引上げ計画

の表明書」を入札参加者から提出を受けた場合、総
合評価において下表のとおり加点を行う
（技術評価点の5%以上の整数）。

評価基準

【大企業】
一人当たりの平均受給
額を３％以上増加するこ
とを表明

【中小企業等】
給与総額又は一人当た
りの平均受給額を
１．５％以上増加するこ
とを表明

主
な
総
合
評
価
落
札
方
式

簡易型・標準
型

加算点 技術評価点 ６０点
賃上げ評価点 ＋ ４点 （※５点減点）

計 ６４点

発注者支援
業務

加算点 技術評価点 ８０点
賃上げ評価点 ＋ ５点 （※６点減点）

計 ８５点

チャレンジ型 加算点 技術評価点 ６０点
賃上げ評価点 ＋ ４点 （※５点減点）

計 ６４点

＜対象業務＞
■令和4年4月1日以降に契約する全ての総合評価落札方式（令和4年2月1日以降に入契委員会等を開始する調達案件から原則適用する。）

■令和3年11月に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に

向けて～」において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の

評価項目に賃上げに関する項目を導入。

■賃上げを表明した場合、総合評価において加点を行う。

◇需要拡大による経済成長のため、対前年度比等で賃上げ実施を表明する企業に対して評価

【修 正】
令和4年2月から【企業評価】 賃上げ実施表明企業の評価

業務の場合

発
注
者
・

評
価
者

競
争
参
加
者

（

Ａ
者

）

賃上げを表明した年度と
その前年度の法人事業
概況説明書等を提出
（資料４、資料５、資料６）

入札
公示

令和●年度Ａ業務
入札
公示

令和●年度Ｂ業務

財務省

⑤通知（報告を受けた月の最終営業日までに各省庁の長へ通知）

③賃上げ実績の確認

⑦Ａ業務における賃上
げ加算点よりも大き
な割合を減点

通知を受けた日からＡ者の加算点を減点（１年間）

②本取組により加点
を受け落札 ⑥競争参加申請書提出

①競争参加申請書提出
（表明書を提出）

・令和4年4月 ・令和5年4月

従業員への賃金
引上げ計画を表
明
（資料１、資料２、
資料３）

④報告（賃上げ基準に達していない場合）

⑤通知（減点措置の開始時期
及び期間等について通知）
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