
  

 【令和 4 年 1 月 27 日・28 日】  総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置についての企業説明会 ＱＡ 

日  時︓令和４年１月 27日・28日 1３:３0～1４:３0（web開催） 
参加者︓業界団体︓担当者さま 

中国地整︓技術開発調整官、営繕品質管理官、技術管理課長、建設専門官、課長補佐、品質確保係長 
（Ｒ４，１，２７） 

質    問 回    答 
期限は決まっているのか。 現時点で期限を定めているとは聞いておりません。 
この取り組みのリスクをどう考えているのか。 賃上げが難しいと考える者が、入札をためらい参加しなくなる事だと考えています。 
期限を定めずに実施すると、入札に参加する業者としない業者の二極化が起

き、不調などが発生すると思われる。実施する際は、参加者数の推移や賃上げを
実施できない業者の分析を行う必要があると考える。 

了解しました。 

3％と 1.5％の根拠はなにか。 財務省からの通知に基づいており、根拠についての情報は聞いていません。 
評価の対象となる「事業年度」「暦年」の考え方は。 「暦年」を選択した場合は「契約を行う予定の年の暦年と前年の対比」。 

「事業年度」を選択した場合は「契約を行う予定の年の 4 月以降に開始する入札
者の事業年度と前年度との比較」となりますが、詳細については現在、本省におい
て財務省へ確認中ですので、分かり次第情報提供します。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 

初年度に賃上げを５％した場合、次の年は５％賃上げされた額からの賃上げを
評価するのか、年度の賃上げ額の平均で評価されるのか。(初年度 5％、次年度
3％の賃上げであれば 4％で評価) 

契約を行った年度と前年度との比較となるため、次年度は賃上げされた額を基
準として、翌年度の額と比較する事になると思われます。ただし、いつまで継続され
るのかは示されていないため、翌年度以降も同様に評価するのかは示されておりま
せん 

工事完成をもって決算を行っているが、こちらで比較した場合、繰越工事と完成
工事によってかなり労務費が動く。支払いベースでは 1.5％を達成していた場合で
も大きな工事が繰越してしまった場合、労務費が見た目では下がってしまう。確認
書類は支払い額ベースでの提出で問題無いか。 

賃上げの確認方法については、本省で検討中ですので、質問事項を提出頂け
れば本省へ確認します。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 



  

 【令和 4 年 1 月 27 日・28 日】  総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置についての企業説明会 ＱＡ 

今年度賃上げ表明をして、来年度は表明しない としても良いのか。 問題ありません。(参加者の自由です) 
１年で５％賃上げした会社と、３年間 1.5％ずつ賃上げした会社で、後者の

評価が高くなるのは不公平感がある。２年平均なども評価すべきと考える。 
賃上げの確認方法については、本省で検討中ですので、確認方法について回答

があれば情報提供します。 
【回答】 

2月 17日説明会 QA を参照願います。 
複数年工事の場合は、各年度で賃上げしないと評価されないのか。 「暦年」を選択した場合は「契約を行う予定の年の暦年と前年の対比」。 

「事業年度」を選択した場合は「契約を行う予定の年の 4 月以降に開始する入札
者の事業年度と前年度との比較」となりますが、詳細については現在、本省におい
て財務省へ確認中ですので、分かり次第情報提供します。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 

今年 3％賃金を上げられるが、評価のために今年 1.5％、来年 1.5％賃上げし
よう。と考える業者が出てくるリスクがある。この取り組みの期限を明確にするべきだと
思う。 

ご意見につきましては、本省に伝えます。 
賃上げ実績の確認方法についても回答がありましたら情報提供します。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 

今後質問がある場合はどこに問合せれば良いのか。 説明会を案内した協会を通じて、まとめて提出してください。 
年収で評価すると、時間外労働（超勤）の金額が含まれる。土木関係は災害

の有無で年収が大きく変化する。受注の状況で賞与も変動するので、一律に総額
で評価するのはいかがなものか。月例賃金が上がったかどうかで判断する方が良いの
では無いか。 

ご意見につきましては、本省に伝えます。 
賃上げ実績の確認方法についても回答がありましたら情報提供します。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 

昨年度、すでに賃上げを行ったのだが評価してもらえるか。賃上げは簡単なことで
はない。今後受注し続けられる環境(継続的に公共工事があり、継続的に受注出
来る環境)にあれば賃上げすることが出来るが、将来にわたりこの産業で生きていけ
るかが分からないと賃上げできない。 

すでに賃上げされている企業の対応については、同様の懸案事項を本省より財
務省へ伝えるなど協議がなされましたが、結果として過去の取組を否定するもので
はないが、今から先の取組を評価するものとの見解が財務省より示されたと聞いて
います。ご意見につきましては、本省に伝えます。 
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（Ｒ４，１，２８） 
質    問 回    答 

複数年契約の調達案件の場合の賃上げ実施の確認は各年度となるのか。 契約時の年度とその前年度の比較となります。 
事業年度選択︓「契約を行う年の 4 月以降に開始する入札者の事業年度と前
年度」 
暦年選択︓「契約を行う予定の年の暦年と前年」  

地方自治体は対象外と聞いたが、中国地整として自治体への指導などは行わ
ないのか。 

情報提供のみ となります。 

国が発注する案件のみが対象となるのか 国が発注する案件のみとなります。 
日本下水道事業団が発注する案件は対象となるのか。 日本下水道事業団に問い合わせて下さい。 
固定給与 up、賞与 up した次年度に時間外労働代が下がった場合などは基

準値 1.5%がクリアできない状況となるがいかがか。 
賃上げ実績の確認方法については、財務省通達に基づき PPT P4 に示す算

出方法にて行う事としておりますが、賃上げの取組をどのように評価するか等につい
て、具体のケースの提示などを含めて、ご意見を多数いただいているところです。 

PPT P4 の算出方法の他に「税理士又は公認会計士等の第三者により上記
基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が
事業者から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができ
る」と財務省通達 ※２に示されております。 
 この書類について、どのような場合に実質的に目標値以上の賃上げが行われたと
認めることとできるかについては、可能な限りの回答をすべく、現在本省において検
討が進められているところですので、判明次第情報提供させて頂きます。 
【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 

今後質問したいときにはどうすれば良いか 今回の説明会の案内をした協会を通じ質問してください。 
回答については、協会を通じ書面にて回答するとともに、地整 HP 等でも提供し

ます。 
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この取組は、来年・再来年は行われると思われるが、それ以降についても同様に
実施されるのか。 

継続するかどうかは示されていない状況です。 
毎年、1.5%・3%の賃金 upは厳しい取組と言うことは認識しております。 

この取組を続けていくとは考えづらい。来年度以降に想定外の取組(やり方を変
えた取組)を行うことは考えられるのか。 

そのような情報は聞いておりません 

財務省、国交省の通達による取組であるが、中国地整独自の取組はあるか 加算点が地整間で異なるため、賃上げ加算点が異なる場合はありますが、評価
方法など基本的な考え方は変わりません。 

2 月 1 日以降の入契委員会に諮った案件が対象とのことだが、今回の質問回
答はいつ頂けるのか。 

この取り組みを進めながらの対応となると思われます。 

今年度は災害対応などで賃金が上昇しているが、安定的な公共事業の見通し 
や事業の受注状況によっては給料の賃上げが出来ないことも考えられる。示された
計算式で割り切って判断されるのか。交渉の余地はあるのか。 

賃上げ実績の確認方法については、財務省通達に基づき PPT P4 に示す算
出方法にて行う事としておりますが、賃上げの取組をどのように評価するか等につい
て、具体のケースの提示などを含めて、ご意見を多数いただいているところです。現
在本省において検討が進められているところですので、判明次第情報提供させて頂
きます。 
【回答】 

2月 17日説明会 QA を参照願います。 
参加表明は毎年行うのか 調達案件ごとに表明書を提出いただくことになりますが、表明書は写しで結構です。 
評価方法として、「法人事業概況説明書」で確認するとのことだが、この書類を

使用していない会社が多いが、その場合は同評価されるのか 
実績確認において、 
「契約担当官等は、通知における所定の書類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上記基準と同等の賃上
げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が事業者から提出さ
れた場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる」と財務省通達 
※２に示されております。 
 この書類について、どのような場合に実質的に目標値以上の賃上げが行われたと
認めることとできるかについては、可能な限りの回答をすべく、現在本省において検
討が進められているところですので、判明次第情報提供させて頂きます。 



  

 【令和 4 年 1 月 27 日・28 日】  総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置についての企業説明会 ＱＡ 

【回答】 
2月 17日説明会 QA を参照願います。 



【令和４年２月１７ 日】 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置についての企業説明会 ＱＡ

日 時：令和４年２月１７ 日　１３：００〜１４：００（web 開催）
参  加  者　：　業界団体　担当者さま
中国地整　：　技術開発調整官、営繕品質管理官、技術管理課⻑、建設専⾨官、課⻑補佐、品質確保係⻑

別紙１に「超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。」とありますが、超
過勤務手当等を除く場合、企業として働き方改革を実施している旨が確認できる
根拠資料の提出は必要か。

必要ありません。

中小企業は「給与総額又は給与等受給者一人当たりの平均受給額」選べますが、
ある年は「給与総額」、その次の年は「給与等受給者一人当たりの平均受給額」
など基準を変更しても良いか。

本省に確認します。
回答が届きましたら周知します。

「定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者が除かれたもので給与総額等を
評価する。」と有りますが、定年延⻑に伴い給与の下がった職員は除いてもよろ
しいですか。

給与水準が変わる者は除いて問題ありません。

質　問 回　答

賃上げ実施表明書の様式について、「上記の内容について、我々従業員は、令和
○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。」
との記載がありますが、「○○○という方法」には例えばどのような言葉が入る
のか。

従業員に周知した方法を記載下さい。
例）「口答で周知した」、「文書で通知した」　など

国交省事務連絡「別紙1」　1.(2)の具体的な場合の例に
・ 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
少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価
する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者が除かれたもので給与総額等を
評価する。
とあるが、再雇用の方を継続雇用する場合は含めて考えるのか?

本省に確認します。
回答が届きましたら周知します。



質　問 回　答

公告済の案件について、「給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上と
することを表明いたします」とすでに提出しているが、2月8日通知において「基
本給や所定内賃金などにより評価することも可能。」とされているため、実績確
認資料は「基本給」で整理しても良いか。

表明書の提出時点では、基本給、総額など、どの項目で集計するかまでは指定す
るようになっておりませんので、実績確認資料において「基本給」で集計されて
もかまいません。

疑問点の問い合わせ先を知りたい。 国土交通省の問合せ先一覧を公開します。

賃上げ実績を確認するための書類の提出期限について、法人税法第75条の2の適
用を受けていれば「法人事業概況説明書」の提出期限の延⻑は延⻑できますが、
税理士又は公認会計士等の第三者により認められた書類を提出する場合は、提出
期限の延⻑が認められないのでしょうか。

現在本省から財務省に確認中です。
回答が届きましたら周知します。
【回答】
「事業年度」を選択された場合で、法人税法第75条の2の適用を受けている場合
は「法人事業概況説明書」及び「第三者により認められた書類」の提出は延⻑可
能。ただし、「暦年」を選択された場合の「給与所得の源泉徴収票等の法人調書
合計表」「第三者により認められた書類」の提出期限の延⻑はありません。

1年更新のパート、アルバイトとの契約条件に賃上げはしないと明記している。
継続雇用している正社員のみの賃上げでも大丈夫か

2/8付国土交通省事務連絡に記載のとおり、継続雇用している正社員のみの取り
まとめでも問題ありません。

契約を行う予定の年（暦年）の賃上げを表明した場合において12月契約予定で
あったが、発注者の都合で入札が延期になった場合評価はどうなるのか。

現在本省から財務省に確認中です。
回答が届きましたら周知します。
【回答】
想定される契約予定日の範囲に併せて賃上げ表明をして頂くこととなります。そ
の契約予定日は発注者において指定します。



質　問 回　答

法人税法第66条第6項を適用して、資本金の低い者を大企業として扱う事に疑問
を感じる。

ご意見については本省へ伝えます。
【回答】
「中小企業等」とは、国交省通達に示してありますとおり、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います。ただし、同条第6項に該当する者は
除きます。
法人税法第66条第6項に該当する企業であれば、非中小法人となります。

毎回参加表明書の提出が必要なのか、提出を忘れると加点が受けられないという
認識で良いか。

お手数ですが案件毎に表明書の提出をお願いします。

賃上げ実績の確認のための書類の提出期限について、事業年度により賃上げを表
明した場合は延⻑でき、暦年により賃上げを表明した場合は書類提出までに1ヶ
月しかなく延⻑できないのは不公平感があるのではないか。

ご意見については本省に伝えます。

「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。」とありますが、「基本給のみ」か「所定内賃金
を含めた金額」どちらを選んでも良いという解釈で良いか。

基本給を上げたのに、他の手当を含むことにより賃上げの実績確認が出来ない場
合は、2/8付国土交通省事務連絡に記載のとおり、「基本給」や「所定内賃金」
などで評価することも可能です。
ただし、基本給は上がっていないのに他の手当を含めて賃金が上がった様に見せ
るのは本制度の趣旨を意図的に逸脱しているので認められません。

役員報酬のみを上げるのは本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為とあります
が、職員全員の賃金を上げ、役員報酬を含めないと1.5％が達成出来ていない場合
は実績として認められますか。

役員報酬を除いたら、1.5％が達成されている場合は問題無いが、役員報酬分を上
乗せしないと1.5％が達成出来ない状態は本制度の趣旨を逸脱しているので認めら
れません。

実績確認までに「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」を決めれば良い
か。

実績確認までに「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」を決めて頂き、ど
ちらかが確認出来る書類を提出して下さい。※改訂に合わせて様式を修正してい
ます。



質　問 回　答

新卒を多く採用し給与総額は1.5％前年度より上がったが、新卒採用分を除くと
1.5％達成出来ていない場合は実績として認められますか。

基本的には継続雇用の方での比較なので、質問の場合は本制度の趣旨を逸脱して
いるので認められません。
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