むつ 市使用 済燃 料税 条例 の一部を改正す る条例案に関す る意見
リ サイ クル 燃 料 貯 蔵 株 式会 社

弊 社は、むつ 市に よる使用 済燃料 の中期貯 蔵施設 のご誘致に より、我 が国初の使用済
燃 料 中間貯蔵事業 者として、平 成17 年11 月に設 立され、それ以来、地域 の皆さま の深
い ご 理解 とご支援・ご 協力 のも と、こ れまで事業開始 の準備を進めて まいりました。ま
た、それ と同時に、地域貢献 へのご期待 に対しまして、こ れまで微 力な がら様々な形 で
取 り組んで きた ところです。今後 も、納税 をはじめとす る様々 な社会制 度の中で の応 分
の負 担を通じまし て、地元 の事業者 としての責務 を果たしていく所 存です。

さて、弊社 は、令和元年10 月31 日に「む つ市新税検討プ ロジェ クト チームにお ける
税 率検討案 」につ いて伝達 を受 けて以降、 さらには令和 ２年 ３月27 日に 「むつ 市使用
済燃 料税条 例」の制定以 降も、真摯にむつ 市当局と協議を進 めてま い りました。
こ の間、令 和 ２年 ３月16 日に は、む つ市議会議長宛 に意見書 を提 出させ ていただい
た他 、令和 ２年10 月28 日にはr3 月16 日にむ つ市議会 へ提出し た意見 書に記載した ４
点 について判断でき る状況 となりました ら、新税 を通じて 、しっ かりと地元事業者とし
ての責 務を果たす こと、『 安全協定』の協議 までに 事業者 として判 断・合意す ることを
目標 に取り組むこ と」の旨、 さらに は令 和 ３年 ４月26 日には 「東京 電力 から具体的な
計画 が示されるこ とを待った上 で、改めて具体的な協議 をさせて いた だきたい」 の旨、
む つ 市当局へお 伝えしてきてお り、そ の後 の使用済燃 料中 間貯蔵施設に 関す る調査検討
特別 委員 会におい て弊社が参考人招致 された際や､ むつ市長からのヒ アリングの際にも
同様 のお話 を させ ていただい ておりま す。
こ うした中、令 和 ４年 １月 ７ 日に、むつ 市当局 から課税 項目とし て受け入れ課税 を削
除す ると共に、新たな税率・税額の提示がご ざいまし た。
ま た、本件につきましては、令 和４年 １月19 日に東京電力 ホール ディ ングス株式会
社 （以 下「東京 電力 」といいま す）に対し、むつ 市当局から要請文 書が発せられたと聞
い てお ります。
東 京電力 からは、「担税力 の判断 のた めに必 要となる搬入計画 につい て、現在、柏崎
刈 羽 原子力 発電所が燃 料移動 禁 止措置を命じ られてい ること等に より策定することが
で きないことから ．ＲＦ Ｓがむつ市 からの回答 期限とされてい る ３ 月 ７ 日の期限まで
に 示すこ とができ ない」との話 があり、また、「今 回、むつ市 から提示 された税率･ 税
額は､ 柏崎刈羽原子力発電所 で保管してい る使用 済燃 料に対し て柏崎市が適用してい る
税率 を参考に されたと認識し てい るもの の、同 発電所 での使用済燃 料 の保管に係 る全体
の税 コストを考慮した場合､ 同発電所で は同様 の条例がない 自治体 での保管 分もあるこ
とか ら､ 同発電所 の使用 済燃 料の保管に係る全 体の税コスト とい う観点からは約 ２倍で
あ る」とも 聞いてお ります。
こ の度、 上程された条 例改正案 の内容 を確認 させてい ただき、 令和 ２年 ３月16 日の
意見書に記 載した ４点 のうち､ 課税項 目の判断 の必 要性はなく なる と受け止 めておりま
す が、他 の３点について は、現時点で は以 下の状況 と考えてお ります。

・担税力
東 京電力及 び日本原子力発電株 式会 社（以 下「日本原電」といいます）から示 される
具体的な搬入 計画等 をも とに 弊社で策 定する確度の 高い収支 計画 等をベースにし て､ 慎
重に議論 を進めていく必 要があると考えてお ります。新たな税率・税額 での改正条例案
につ いて も、現時点では、上記 二社か ら搬入 計画な どが示されてい ないこと から、弊社
の収支 計画等 を策定す るこ とができてお らず､ 依然 として新税が 弊社の経営に与 える影
響を見極 めることができませ ん。

・財 政需 要
これまで の協議で、一 定の進捗 が図られてい ると考 えてお りま すが、財政需要につい
ては、担税力の議論と合 わせ て、確認 が必 要であ り、まだ議論が継 続し てい る と考 えて
お ります。

・県の動 向
まだ 見極 められない 状況が続いてお ります。

弊 社といたしまして は、条 例の施行に より、事業 期間を通じて長期に亘 り税負 担す る
こ とに なる可能性が高い こ とから、上記 のとお り、東京 電力及び 日本原 電か ら示 される
具体的 な搬入計画等 をも とに策定した 弊社の収支 計画、さらに は中長期的な弊社 の収益
構 造等 も踏まえ、 慎重に議論を進めていく必 要がある と考えてお ります。
ま た､ 東 京電力及び 日本原 電が提示す る具体的 な搬 入計画等 を踏まえて弊社 が収支計
画 を策 定し､ 新税が 弊社 の経営に与え る影響 を見極 めることができ るように なった段 階
であ らた めて議論 をするこ ととして も、こ のこ と自体は実際に課税可 能とな る時 期まで
に条 例を施行することの妨げにはな らず｡ むつ 市に 実質的に不利 益 をもたらす ことなく
今後 の協議 を進 めていけ るものと考えてお ります。
従いまして、従来から 申し上げてい る とお り、上記 の項 目につい て確認 をさせていた
だいた上で安全協定 の協議 まで に判 断･ 合 意でき る よう取り組 んでまい りたい と考えて
お り、そ れまでお時間 をいた だき 、東 京電力及び 日本原電から示 された具体的な搬入計
画等を 踏ま え、むつ 市当局と改めて協 議をさせてい ただき たくお 願い申し上げま す。
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