
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

R1.8.20 10：00～11：30 新潟県 長岡市
長岡市千秋3-315-11
ハイブ長岡
会議室D・E

60名 軽減税率制度説明会 長岡税務署

受講定員に限りがありま
すので、受講いただけない
場合があります。予めご了
承ください。

長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.21 14：00～15：30 新潟県 長岡市
長岡市大手通1-4-10
アオーレ長岡
市民交流ホールD

60名 軽減税率制度説明会 長岡税務署

受講定員に限りがありま
すので、受講いただけない
場合があります。予めご了
承ください。
ご来場の際には、公共交
通機関をご利用ください。

長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.21 14：00～15：00 新潟県 見附市
本町２丁目５-９
見附市中央公民館（１階
中ホール）

80名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第１部門
（0256-32-6211（代表））

R1.8.22 15：00～15：30 新潟県 長岡市
坂之上町２－１－１
長岡商工会議所
（６階大会議室）

60名 軽減税率制度説明会
長岡税務署
公益社団法人
長岡法人会

長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.22 14：00～15：00 新潟県
南蒲原郡
田上町

大字原ヶ崎新田3072
田上町商工会館（２階研
修室）

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第１部門
（0256-32-6211（代表））

R1.8.23 14：00～15：00 新潟県 三条市
興野１丁目13-70
三条東公民館（多目的
ホール１）

80名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第１部門
（0256-32-6211（代表））

R1.8.26 14：00～15：00 新潟県 加茂市
幸町２丁目２-４
加茂市産業センター（３
階講習室）

50名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第１部門
（0256-32-6211（代表））

R1.8.27 10：30～11：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：30～14：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 13：00～14：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.27 15：00～16：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 10：30～11：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.28 13：30～14：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.28 13：00～14：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.28 15：00～16：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 10：30～11：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：30～14：30 新潟県 新潟市
中央区西堀通6-866
NEXT21　６階
新潟市民プラザ

540名 消費税軽減税率制度説明会 新潟税務署

　専用駐車場はありませ
ん。近隣の有料駐車場（コ
インパーキング）を利用し
てください。

新潟税務署
法人課税第一部門
（025-229-2158（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 新潟市

秋葉区新栄町４－２３
新潟市秋葉区
文化会館
１階　練習室１

50名 消費税軽減税率制度説明会 新津税務署
新津税務署
法人課税部門
（0250-22-2171（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 新潟市
西蒲区巻甲4265番地
巻税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 巻税務署
巻税務署
法人課税部門
（0256-72-4191(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 長岡市

千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
長岡税務署
３階　会議室

150名 消費税軽減税率制度説明会 長岡税務署
長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 三条市
南新保4番9号
三条税務署
会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 三条税務署

三条税務署
法人課税第一部門
（0256-32-6211（代表））
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選択し
てください。

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 柏崎市
中央町5番53号
柏崎税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 柏崎税務署
柏崎税務署
法人課税部門
（0257-32-1511（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 新発田市

舟入町3-9-23
株式会社しばたショッピ
ングセンター
コモプラザ
第１研修室
第２研修室

80名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

　会場施設への直接のお
問合せはご遠慮ください。
　会場施設裏の駐車場を
ご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
（0254-22-3170（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 小千谷市
東栄1丁目5番24号
小千谷税務署
１階　大会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 小千谷税務署
　説明会は先着順となりま
すのであらかじめご了承く
ださい。

小千谷税務署
法人課税部門
（0258-83-2092（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 十日町市

本町1丁目上1番地18
十日町合同庁舎
十日町税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 十日町税務署
十日町税務署
法人課税部門
（025-756-6003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 村上市
三之町11番1号
村上税務署
１階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 村上税務署

　駐車スペースには限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用く
ださい。

村上税務署
法人課税部門
（0254-53-3664（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 糸魚川市
東寺町1丁目3番40号
糸魚川税務署
２階　会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 糸魚川税務署
糸魚川税務署
調査部門（法人担当）
（025-552-5444（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

開催日時 開催場所
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R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 上越市
西城町3丁目2番18号
高田税務署
２階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 高田税務署

　駐車場スペースに限りが
ありますので、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。

高田税務署
法人課税第一部門
（025-523-8522（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 13：00～14：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.8.29 15：00～16：30 新潟県 佐渡市

相川三町目新浜町3番3
佐渡相川合同庁舎
佐渡税務署
４階　会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 佐渡税務署
佐渡税務署
法人課税部門
（0259-74-3818（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）)

R1.9.3 11：00～12：00 新潟県
岩船郡
粟島浦村

字釜屋１１１３－４
さっこい交流館

30名 軽減税率制度説明会
村上税務署
粟島浦村

村上税務署
個人課税部門
（0254-53-3141（代表））

R1.9.3 13：30～14：30 新潟県
岩船郡
粟島浦村

内浦９６－１
老人憩いの家

20名 軽減税率制度説明会
村上税務署
粟島浦村

村上税務署
個人課税部門
（0254-53-3141（代表））

R1.9.5 14：00～15：30 新潟県 長岡市
長岡市大手通1-4-10
アオーレ長岡
市民交流ホールD

60名 軽減税率制度説明会 長岡税務署

受講定員に限りがありま
すので、受講いただけない
場合があります。予めご了
承ください。
ご来場の際には、公共交
通機関をご利用ください。

長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。
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R1.9.9 10：00～11：30 新潟県 長岡市
長岡市千秋3-315-11
ハイブ長岡
会議室D・E

60名 軽減税率制度説明会 長岡税務署

受講定員に限りがありま
すので、受講いただけない
場合があります。予めご了
承ください。

長岡税務署
法人課税第一部門
（0258-35-8706（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

R1.9.18 10：00～11：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第一会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
９月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.9.18 14：00～15：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第一会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
９月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.9.19 10：00～11：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第一会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
９月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.9.19 14：00～15：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第一会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
９月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.10.15 10：00～11：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第二会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
10月10日（木）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
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R1.10.15 14：00～15：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第二会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
10月10日（木）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.10.16 10：00～11：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第二会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
10月10日（木）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.10.16 14：00～15：00 新潟県 新発田市
諏訪町1-12-24
新発田税務署第二会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 新発田税務署

【要事前登録】
10月10日（木）17時までに
お電話で登録願います。

駐車場スペースに限りがあり
ますので、できるだけ公共交
通機関等をご利用ください。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.11.19 11：00～12：00 新潟県
北蒲原郡
聖籠町

大字諏訪山1280
聖籠町文化会館

700名
消費税軽減税率制度説明
会

新発田税務署
引続き13：30～15：15に年
末調整説明会を実施しま
す。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.11.20 11：00～12：00 新潟県 胎内市
新和町2‐5
胎内市産業文化会館
（多目的ホール）

700名
消費税軽減税率制度説明
会

新発田税務署
引続き13：30～15：15に年
末調整説明会を実施しま
す。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

R1.11.21 11：00～12：00 新潟県 阿賀野市
山崎７７
阿賀野市ふれあい会館
（多目的ホール）

180名
消費税軽減税率制度説明
会

新発田税務署
引続き13：30～15：15に年
末調整説明会を実施しま
す。

新発田税務署
法人課税部門
0254-22-3170 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ


