
２ 点検シート及び点検結果表 

(1) 点検シートの見方 

「点検シート」は、総務省（行政評価局）が、各行政機関において実施された「租税特別措置等に係る政策評価」に使用されたデータ等を確実に   

把握して点検し、その結果を分かりやすく示すため、各行政機関の評価書等を基に作成したものである。各項目の出典等は次のとおり。 

 

＜基本情報＞ 

1  制 度 名  評価書「1 政策評価の対象とした租税特別措置等の名称」欄を基に記載 

2  措 置 名  平成29年4月1日現在の租税特別措置法又は地方税法を基に記載（連結法人に係る分は省略） 

3  措 置 の 内 容  「平成27年度時点」欄及び「平成28年度税制改正以後」欄は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告

書（第193回国会提出）」の「総括表」の「措置の概要」欄を基に記載し、「平成29年度税制改正以後」欄は、

「平成29年度税制改正の解説」（財務省HP）を基に記載 

4  政 策 目 的  評価書「8① 政策目的及びその根拠」欄の「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」を基に記載 

5  評 価 対 象 税 目  評価書「2 対象税目」欄を基に記載 

6  関 係 条 項  評価書「3 租税特別措置等の内容」欄の「関係条項」から法人税、地方税に係る条番号を抜粋して記載 

7  要望内容及び区分  評価書「3 租税特別措置等の内容」欄を基に記載 

8  区 分  評価書「2 対象税目」欄を基に記載 

9  創 設 年 度  評価書「6 租税特別措置等の創設年度及び改正経緯」欄を基に記載 

10 過去の政策評価の実績  評価書「12 前回の事前評価又は事後評価の実施時期」欄を基に記載 
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＜総括表＞ 

1  「適用件数」、「減収額」、「目標」の計数は、平成29年度に提出された評価書のほか、同一の租税特別措置等に係る過去の評価書に記載さ 

れたものも含めて表記（同一の年度に複数の計数が存在する場合は、最新の評価書の計数を表記） 

2  「適用件数」欄及び「減収額」欄には、単体法人及び連結法人の合計を記載 

3  措置として特別償却制度と特別控除制度が並存している租税特別措置等に係る「適用件数」欄及び「減収額」欄には、特別償却制度によるも 

のと特別控除制度によるものとの合計をそれぞれ記載 

4  計数が表記されていない箇所について、評価書（過去の評価書を含む。）に記載すべき計数が評価書又は補足説明に記載されていなかった場 

合は「不明」、その租税特別措置等が創設される前の年度等、計数が存在しない場合は「－」と表記 

5  「適用実態調査」は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）又は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況 

等に関する報告書」（総務省）をいう。 

 

(2) 点検結果表の見方 

1  制 度 名  租税特別措置等の名称を記載 

2  税 目  政策評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載 

3  区 分  ［新設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 

［拡充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 

［延長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 
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