
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

R1.8.7 10:00～11：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.8.7 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

R1.8.7 14：00～15：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.8.8 10：00～11：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

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



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

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

R1.8.19 14：00～15：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会 宇土税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがございま
す。

宇土税務署
個人課税部門
法人課税部門
（0964－22－0410（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。

R1.8.20 10：00～12：00 熊本県 菊池市

隈府８７２番地
菊池市生涯学習センター
KiCROSS
菊池市中央公民館
２階　中研修室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本県商工会連合
会
菊池市商工会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

R1.8.20 14：00～16：00 熊本県 菊池市

隈府８７２番地
菊池市生涯学習センター
KiCROSS
菊池市中央公民館
２階　中研修室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本県商工会連合
会
菊池市商工会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

R1.8.21 10:00～11:00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（１階大会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.8.21 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

※ 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

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

R1.8.21 14：00～15：00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（１階大会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.8.22 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.8.22 10：00～11：30 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
８月２１日（水）17時までにお電話
で申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（代表））

R1.8.22 13：30～15：00 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.8.22 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
８月２１日（水）17時までにお電話
で申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（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。

※ 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

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

R1.8.22 14:00～15：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

R1.8.27 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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 13：30～15：00 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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 10：00～12：00 熊本県 玉名市
岩崎273
玉名税務署
（２階会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
8月23日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2125（代表））

R1.8.28 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

※ 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

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

R1.8.28 14：00～16：00 熊本県 玉名市
岩崎273
玉名税務署
（２階会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
8月23日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2125（代表））

R1.8.28 15:00～16:00 熊本県
熊本市
中央区

手取本町８－９
くまもと県民交流館パレ
ア１０階
会議室８

50名

転嫁対策特別措置法等説
明会

※公正取引委員会が開催するイベ
ントにおいて、熊本国税局の担当
者が軽減税率制度に関する説明を
行います。

公正取引委員会
熊本国税局

【要事前登録】
　開催日前日の午後5時ま
でにお電話にてお申込みく
ださい。

※公正取引委員会でも申し込み
を受け付けており、そちらと併せ
て定員に達し次第、申込みを締め
切らせていただきます。

熊本国税局消費税課
軽減税率制度係
096-354-6171（内線6331）

R1.8.28 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.8.28 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（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。

※ 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

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

R1.8.29 10：00～11：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

R1.8.29 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.8.29 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.8.30 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.8.30 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
８月２３日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（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。

※ 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

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

R1.9.3 10:00～11：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.9.3 14：00～15：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.9.4 10:00～11：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.9.4 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

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

R1.9.4 14：00～15：30 熊本県
熊本市
東区

東町３丁目２－５３
熊本東税務署
３階大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署

・事前登録は必要ありませ
んが、会場の収容人員の
都合上、ご来場いただいた
場合でも、受講できない場
合があります（先着順）。
・駐車場には限りがありま
すので、なるべく公共交通
機関等をご利用ください。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.9.5 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.5 10：00～12：00 熊本県 菊池市

隈府８７２番地
菊池市生涯学習センター
KiCROSS
菊池市中央公民館
２階　大研修室

90名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本県商工会連合
会
菊池市商工会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

R1.9.5 13：30～15：00 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.5 14：00～15：30 熊本県 宇土市
宇土市北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

５０名 軽減税率制度説明会 宇土税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがござい
ます。

宇土税務署
個人課税部門
法人課税部門
（0964－22－0410（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。

※ 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

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

R1.9.5 14：00～16：00 熊本県 菊池市

隈府８７２番地
菊池市生涯学習センター
KiCROSS
菊池市中央公民館
２階　大研修室

90名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本県商工会連合
会
菊池市商工会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

R1.9.6 14:00～15：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

R1.9.9 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.9.9 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.9.10 10：00～11：30 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
９月９日（月）17時までにお電話で
申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（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。

※ 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。

※ 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

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

R1.9.10 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
９月９日（月）17時までにお電話で
申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（代表））

R1.9.10 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.9.10 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.9.11 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

R1.9.11 10：30～12：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（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。

※ 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

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

R1.9.11 13：30～15：00 熊本県 人吉市
人吉市寺町20-1
人吉税務署　会議室

20名 軽減税率制度説明会 人吉税務署

【要事前申込】
９月６日（金）17時までに
お電話で申込願います。

ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.9.17 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.17 13：30～15：00 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.18 10:00～11:00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（１階大会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.9.18 10：00～11：30 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
９月１７日（火）17時までにお電話
で申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（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。

※ 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

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

R1.9.18 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町１６番地２
八代税務署
（３Ｆ会議室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署

【要事前申込】
９月１７日（火）17時までにお電話
で申込願います。

説明会場の駐車場には制限がご
ざいます。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用ください。

八代税務署
総務課
（0965-32-3141（代表））

R1.9.18 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

R1.9.18 14：00～15：00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（１階大会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.9.19 14：00～15：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会 宇土税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがございま
す。

宇土税務署
個人課税部門
法人課税部門
（0964－22－0410（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。

R1.9.20 10：00～11：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

※ 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

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

R1.9.24 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.24 13：30～15：00 熊本県
熊本市
西区

春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
A棟１階共用会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

説明会会場には、駐車場
はございません。ご来場の
際には、公共交通機関等
をご利用ください。

熊本西税務署
総務課
（096－355－1181（直通））

　※　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。

R1.9.25 10：00～12：00 熊本県 玉名市
岩崎273
玉名税務署
（２階会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
9月20日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2125（代表））

R1.9.25 13：30～15：00 熊本県 天草市
古川町4-2
天草税務署
１階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署

※事前予約は不要です。
※駐車場には、限りがござ
いますのでご留意くださ
い。

天草税務署
個人課税部門
（0969-22-2513(直通））
又は
法人課税部門
（0969-22-4500（直通））

R1.9.25 14：00～16：00 熊本県 玉名市
玉名市岩崎273
玉名税務署
（２階会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
9月20日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2125（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。

※ 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

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

R1.9.27 14:00～15：30 熊本県 山鹿市
山鹿970番地
山鹿税務署
3階会議室

25名
消費税軽減税率説明会
～記帳に当たって注意する
点～

山鹿税務署
事前予約制
定員になり次第締切

山鹿税務署
調査部門
（0968-44-2183（直通））

R1.10.17 14：00～15：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎
（２階共用会議室）

50名 軽減税率制度説明会 宇土税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがございま
す。

宇土税務署
　個人課税部門
　法人課税部門
　電話：0964－22－0410
※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


