
軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

H30.8.21 19:00～20:00 香川県
仲多度郡
多度津町

東浜６－30
多度津商工会議所
２階　会議室

40 軽減税率制度等説明会
多度津商工
会議所
丸亀税務署

受講者数に限りがあるた
め、受講いただけない場合
があります。また、会場の
駐車台数にも限りがある
ため、駐車できない場合が
ありますので、予めご了承
ください。

多度津商工会議所
（代表）0877-33-4000

H30.8.24 16:00～16:30 香川県
仲多度郡
まんのう
町

吉野下281－１
まんのう町商工会
２階　会議室

40 軽減税率制度等説明会
まんのう町商
工会
丸亀税務署

受講者数に限りがあるた
め、受講いただけない場合
があります。また、会場の
駐車台数にも限りがある
ため、駐車できない場合が
ありますので、予めご了承
ください。

まんのう町商工会
（代表）0877-73-3711

H30.9.5 10:00～12:00 香川県 坂出市
京町２－６－27
坂出合同庁舎
４階　大会議室

80

第１部（10:00～10:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（10:30～12:00）
たばこ税手持品課税説明
会

坂出税務署
香川県
坂出市
綾川町
宇多津町

駐車場は、会場の利用状
況により入庫できない場合
がありますので、なるべく、
公共交通機関をご利用く
ださい。

坂出税務署
法人課税部門
（0877-46-3134（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.9.6 10:00～12:00 香川県 丸亀市
大手町二丁目１番37号
丸亀市消防本部
６階　大会議室

100

第１部（10:00～10:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（10:30～12:00）
たばこ税手持品課税説明
会

丸亀税務署
香川県
丸亀市

受講者数に限りがあるた
め、受講いただけない場合
があります。また、会場の
駐車台数にも限りがある
ため、駐車できない場合が
ありますので、予めご了承
ください。

丸亀税務署
法人課税部門
（0877-23-2226（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.9.6 14:00～16:00 香川県 善通寺市
文京町三丁目３番１号
善通寺市民会館
講堂

100

第１部（14:00～14:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（14:30～15:30）
たばこ税手持品課税説明
会

丸亀税務署
香川県
善通寺市

受講者数に限りがあるた
め、受講いただけない場合
があります。また、会場の
駐車台数にも限りがある
ため、駐車できない場合が
ありますので、予めご了承
ください。

丸亀税務署
法人課税部門
（0877-23-2226（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

○　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予めご了承ください。
○　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、受講いただけない場合がありますので予めご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参下さい。

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



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.9.6 10:00～12:00 香川県 三豊市
高瀬町下勝間2347－１
みとよ未来創造館
大ホール

150

第1部（10:00～10:30）
軽減税率制度等説明会

第2部（10:30～12:00）
たばこ手持品課税説明会

観音寺税務
署
香川県
三豊市

駐車場は、会場の利用状
況により入庫できない場合
がありますので、なるべく、
公共交通機関をご利用く
ださい。

観音寺税務署
法人課税第一部門
（0875-25-2194(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

三豊市税務課
（0875-73-3006）

H30.9.6 14:00～15:30 香川県 三豊市
高瀬町下勝間2347－１
みとよ未来創造館
大ホール

150 軽減税率制度等説明会
観音寺税務
署
三豊市

駐車場は、会場の利用状
況により入庫できない場合
がありますので、なるべく、
公共交通機関をご利用く
ださい。

観音寺税務署
法人課税第一部門
（0875-25-2194(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

三豊市税務課
（0875-73-3006）

H30.9.11 10:00～12:00 香川県
木田郡
三木町

氷上310
三木町防災センター

50

第１部（10:00～10:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（10:35～12:00）
たばこ税の税率改正に伴
う手持品課税に関する説
明会

高松税務署
香川県
三木町

第１部・第２部のいずれか
のみの出席も可能です。

高松税務署
℡087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.9.11 10:00～12:00 香川県 さぬき市
志度5385－８
さぬき市役所
３階　大会議室

50

第１部（10:00から10:30）
軽減税率等説明会

第２部（10:30～12:00）
たばこ税手持品課税説明
会

長尾税務署
香川県
さぬき市

第１部、第２部のいずれか
のみの出席も可能です。
また、駐車場は会場の利
用状況により入庫できない
場合がありますので、公共
交通機関での来場にご協
力ください。

長尾税務署
法人課税部門
(0879-52-2534(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H30.9.12 10:00～12:00 香川県
東かがわ
市

湊1810－２
東かがわ市交流プラザ
第１市民会議室

50

第１部（10:00から10:30）
軽減税率等説明会

第２部（10:30～12:00）
たばこ税手持品課税説明
会

長尾税務署
香川県
東かがわ市

第１部、第２部のいずれか
のみの出席も可能です。
また、駐車場は会場の利
用状況により入庫できない
場合がありますので、公共
交通機関での来場にご協
力ください。

長尾税務署
法人課税部門
(0879-52-2534(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H30.9.12 13:30～15:30 香川県
小豆郡
土庄町

甲267-78
土庄町総合会館
（フレトピアホール）
１階　会議室

50

第１部（13:30～14:00）
軽減税率制度等説明会

第２部（14:00～15:30）
たばこ税手持品課税説明
会

土庄税務署
香川県
土庄町
小豆島町

土庄税務署
調査部門（法人税担当）
（0879-62-1303（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.9.13 10:00～12:00 香川県 高松市
番町１丁目８番15号
高松市役所
13階　大会議室

200

第１部（10:00～10:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（10:35～12:00）
たばこ税の税率改正に伴
う手持品課税に関する説
明会

高松税務署
香川県
高松市

第１部・第２部のいずれか
のみの出席も可能です。
また、説明会場には駐車
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。

高松税務署
℡087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.9.13 14:00～16:00 香川県 高松市
番町１丁目８番15号
高松市役所
13階　大会議室

200

第１部（14:00～14:30）
軽減税率制度等説明会

第２部（14:35～16:00）
たばこ税の税率改正に伴
う手持品課税に関する説
明会

高松税務署
香川県
高松市

第１部・第２部のいずれか
のみの出席も可能です。
また、説明会場には駐車
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。

高松税務署
℡087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.9.13 13：30～16：00 香川県 坂出市
久米町1-14-14
坂出商工会議所　会議
室

50

第１部（13：30～14：00）
軽減税率制度説明会

第２部（14：00～16：00）
消費税引き上げと軽減税
率導入で起こりうる経理業
務のよくある疑問

坂出税務署
坂出商工会
議所

【要事前登録】
８月31日17時までにお電
話で申込み願います。

坂出商工会議所
（0877-46-2701）

H30.9.18 14:00～14:45 香川県 さぬき市
志度5385－30
さぬき市商工会　本所
研修室

50 軽減税率制度等説明会

さぬき市商工
会

長尾税務署

定員になり次第、受付を終
了いたしますので、予めご
了承ください。（事前申込
み可）
商工会会員の方以外でも
ご参加いただけます。

さぬき市商工会
℡087-894-3888

H30.9.19 14:00～14:45 香川県
東かがわ
市

湊1810－１
東かがわ市商工会
２階ホール

100 軽減税率制度等説明会

東かがわ市
商工会

長尾税務署

定員になり次第、受付を終
了いたしますので、予めご
了承ください。（事前申込
み可）
商工会会員の方以外でも
ご参加いただけます。

東かがわ市商工会
℡0879-25-3200

H30.9.28 11:30～12:00 香川県 高松市
番町２－２－２
高松商工会議所
２階　202会議室

30 軽減税率制度等説明会 高松税務署

混雑の状況等により、受講
いただけない場合がありま
すので予めご了承くださ
い。
また、説明会場には駐車
場はございません。ご来場
の際には、公共の交通機
関等をご利用ください。

高松税務署
個人課税第一部門
（087-861-4121（代表））
※お電話の際は、自動音声案
内に沿って、「２」を選択してく
ださい。
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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

H30.9.28 15:00～15:30 香川県 高松市
番町２－２－２
高松商工会議所
２階　202会議室

30 軽減税率制度等説明会 高松税務署

混雑の状況等により、受講
いただけない場合がありま
すので予めご了承くださ
い。
また、説明会場には駐車
場はございません。ご来場
の際には、公共の交通機
関等をご利用ください。

高松税務署
個人課税第一部門
（087-861-4121（代表））
※お電話の際は、自動音声案
内に沿って、「２」を選択してく
ださい。

H30.9.28 14：00～15：00 香川県 坂出市
久米町１丁目14-14
坂出商工会館２階　202
号室

60 軽減税率制度等説明会

公益社団法
人坂出法人
会
坂出税務署

【要事前申込】
　９月21日（金）までにＦＡＸ
で申込願います。申込の
際は、法人名、所在地、代
表者名、連絡先、参加者
名を記載してください。
  なお、定員になり次第、
受付を終了いたしますの
で、予めご了承ください。
　また、会場の駐車台数に
は限りがあるため、駐車で
きない場合がありますので
予めご了承ください。

公益社団法人坂出法人会
（ＴＥＬ0877-45-5810）
（ＦＡＸ0877-45-9452）

H30.10.10 19：00～19：30 香川県 高松市
香南町由佐1172
香南コミュニティセン
ター

30 軽減税率制度等説明会
高松市中央
商工会
高松税務署

定員になり次第、受付を終
了いたしますので、予めご
了承ください。（事前申込
み可）
商工会会員の方以外で
も、ご参加いただけます。

高松市中央商工会
℡087-879-2498

H30.10.19 14：00～14：30 香川県 高松市

川島本町191-2
川島コミュニティセン
ター
２階ホール

30 軽減税率制度等説明会
高松市中央
商工会
高松税務署

定員になり次第、受付を終
了いたしますので、予めご
了承ください。（事前申込
み可）
商工会会員の方以外で
も、ご参加いただけます。

高松市中央商工会
℡087-879-2498

H30.10.23 13：30～14：00 香川県 高松市
国分寺町新名430-2
国分寺会館
１階　第２会議室

30 軽減税率制度等説明会
高松市中央
商工会
高松税務署

定員になり次第、受付を終
了いたしますので、予めご
了承ください。（事前申込
み可）
商工会会員の方以外で
も、ご参加いただけます。

高松市中央商工会
℡087-879-2498
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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

H30.10.25 14:00～15:30 香川県
小豆郡
土庄町

甲267-78
土庄町総合会館
（フレトピアホール）
１階　会議室

50

第一部（14：00～14：50）
軽減税率制度等説明会

第二部（14：50～15：20）
事業者支援措置「軽減税
率対策補助金」説明会

質疑応答（15：20～15：30）

土庄町商工
会
土庄税務署
土庄町

土庄税務署
調査部門（法人税担当）
（0879-62-1303（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.7 14:00～15:00 香川県 坂出市
京町2丁目6-27
坂出合同庁舎
坂出税務署２階会議室

40 軽減税率制度説明会 坂出税務署
【要事前登録】
10月31日17時までにお電
話で申込み願います。

坂出税務署個人課税部門
（0877-46-3133）

H30.11.13 13:30～15:00 香川県
小豆郡
小豆島町

片城甲４４－９５
小豆島町庁舎３階会議
室

50

第一部（13：30～14：20）
軽減税率制度等説明会

第二部（14：20～14：50）
事業者支援措置「軽減税
率対策補助金」説明会

質疑応答（14：50～15：00）

小豆島町商
工会
土庄税務署
小豆島町

土庄税務署
調査部門（法人税担当）
（0879-62-1303（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.14 13：10～14：30 香川県
綾歌郡
宇多津町

1900番地
宇多津商工会

40 軽減税率制度説明会
宇多津商工
会
坂出税務署

【要事前登録】
事前に、お電話で申込み
願います。なお、説明会場
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。

宇多津商工会
（0877-49-1311）

H30.11.15 13：30～16：00 香川県 さぬき市

志度5385-8

さぬき市役所
（３階大会議室）

90

第１部（13：30～15：30）
年末調整説明会

第２部（15：30～16：00）
軽減税率制度説明会

長尾税務署

駐車場は会場の利用状況
により入庫できない場合が
ありますので、公共交通機
関での来場にご協力くださ
い。

長尾税務署法人課税部門
℡0879-52-2534（Ｄ・Ｉ）
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地番、建物名
部屋番号等
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H30.11.16 13：00～16:15 香川県 観音寺市
観音寺町甲1186-２
観音寺市民会館
小ホール

300

第一部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第二部（15：15～16：15）
軽減税率制度説明会

観音寺税務
署

駐車場は、会場の利用状
況により入庫できない場合
がありますので、なるべく、
公共交通機関をご利用く
ださい。

観音寺税務署
法人課税第一部門
（0875-25-2194(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H30.11.16 13:30～16：00 香川県 丸亀市

丸亀市大手町2丁目1
番20号
丸亀市生涯学習セン
ター

150

第１部（13：30～15：30）
年末調整説明会

第２部（15：30～16：00）
軽減税率制度説明会

丸亀税務署
丸亀税務署
（0877-23-2221）

H30.11.16 14：00～16：30 香川県 坂出市
京町２丁目１－13
坂出市民ホール

200

第１部（14：00～16：00）
年末調整説明会

第２部（16：00～16：30）
軽減税率制度等説明会

坂出税務署

説明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。

坂出税務署
法人課税部門
（0877-46-3134（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.16 13：30～16：00 香川県 東かがわ市
湊1810-2
東かがわ市交流プラザ
（２階多目的ホール）

300

第１部（13：30～15：30）
年末調整説明会

第２部（15：30～16：00）
軽減税率制度説明会

長尾税務署

駐車場は会場の利用状況
により入庫できない場合が
ありますので、公共交通機
関での来場にご協力くださ
い。

長尾税務署法人課税部門
℡0879-52-2534（Ｄ・Ｉ）

H30.11.19 13:00～15：30 香川県 高松市
牟礼町牟礼302-1
牟礼コミュニティーセン
ター

80

第１部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第２部（15：00～15：30）
軽減税率制度説明会

高松税務署
高松市

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
説明会場の駐車場は、駐
車台数が少ないため、ご
来場の際は、できるだけ公
共交通機関等をご利用く
ださい。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.11.19 13：00～16:15 香川県 三豊市
高瀬町下勝間2347-１
みとよ未来創造館
大ホール

200

第一部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第二部（15：15～16：15）
軽減税率制度説明会

観音寺税務
署

駐車場は、会場の利用状
況により入庫できない場合
がありますので、なるべく、
公共交通機関をご利用く
ださい。

観音寺税務署
法人課税第一部門
（0875-25-2194(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H30.11.19 13:30～16：00 香川県 善通寺市
文京町3丁目3番1号
善通寺市民会館

200

第１部（13：30～15：30）
年末調整説明会

第２部（15：30～16：00）
軽減税率制度説明会

丸亀税務署
丸亀税務署
（0877-23-2221）

H30.11.20 10:00～12：00 香川県 高松市
玉藻町9－10
レクザムホール
小ホール

800

第１部（10：00～11：30）
年末調整説明会

第２部（11：30～12：00）
軽減税率制度説明会

高松税務署
高松市

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
駐車場はありませんので、
ご来場の際は、公共交通
機関等をご利用ください。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.11.20 13:30～15：30 香川県 高松市
玉藻町9－10
レクザムホール
小ホール

800

第１部（13：30～15：00）
年末調整説明会

第２部（15：00～15：30）
軽減税率制度説明会

高松税務署
高松市

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
駐車場はありませんので、
ご来場の際は、公共交通
機関等をご利用ください。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.11.20 14：00～16：30 香川県 丸亀市
綾歌町栗熊西1680
綾歌総合文化会館
アイレックス大ホール

300

第１部（14：00～16：00）
年末調整説明会

第２部（16：00～16：30）
軽減税率制度等説明会

坂出税務署
丸亀税務署

坂出税務署
法人課税部門
（0877-46-3134（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））
丸亀税務署
法人課税部門
（0877-23-2226（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.21 13:00～15：30 香川県
木田郡
三木町

大字氷上310
三木町防災センター
大ホール

200

第１部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第２部（15：00～15：30）
軽減税率制度説明会

高松税務署
三木町

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
説明会場の駐車場は、駐
車台数が少ないため、ご
来場の際は、できるだけ公
共交通機関をご利用くださ
い。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.11.21 13:30～16:00 香川県
小豆郡
土庄町

甲267-78
土庄町総合会館
（フレトピアホール）
１階　会議室

50

第１部（13:30～14:00）
軽減税率制度等説明会

第２部（14:00～16:00）
年末調整説明会

土庄税務署
香川県
土庄町

第１部「軽減税率制度等説
明会」に引き続き、第２部
「年末調整説明会」を開催
します。
いずれかのみの出席も可
能です。

土庄税務署
調査部門（法人税担当）
（0879-62-1303（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.22 13:30～16：00 香川県 高松市
香南町由佐1172
香南コミュニティセン
ター

80

第１部（13：30～15：30）
年末調整説明会

第２部（15：30～16：00）
軽減税率制度説明会

高松税務署
高松市

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
説明会場の駐車場は、駐
車台数が少ないため、ご
来場の際は、できるだけ公
共交通機関等をご利用く
ださい。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.11.22 13:30～16:00 香川県
小豆郡
小豆島町

片城甲４４－９５
小豆島町庁舎３階会議
室

50

第１部（13:30～14:00）
軽減税率制度等説明会

第２部（14:00～16:00）
年末調整説明会

土庄税務署
香川県
小豆島町

第１部「軽減税率制度等説
明会」に引き続き、第２部
「年末調整説明会」を開催
します。
いずれかのみの出席も可
能です。

土庄税務署
調査部門（法人税担当）
（0879-62-1303（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.26 13:00～15：30 香川県
香川郡
直島町

2249-22
直島町商工会館
２階会議室

20

第１部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第２部（15：00～15：30）
軽減税率制度説明会

高松税務署
直島町

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
説明会場の駐車場は、駐
車台数が少ないため、ご
来場の際は、できるだけ公
共交通機関等をご利用く
ださい。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.11.27 13:00～15：30 香川県 高松市
国分寺町新名430
高松国分寺ホール

300

第１部（13：00～15：00）
年末調整説明会

第２部（15：00～15：30）
軽減税率制度説明会

高松税務署
高松市

第１部「年末調整説明会」
に引き続き、第２部「軽減
税率制度説明会」を開催し
ます。
いずれかのみの出席も可
能です。
説明会場の駐車場は、駐
車台数が少ないため、ご
来場の際は、できるだけ公
共交通機関等をご利用く
ださい。
事前予約制ではありませ
んが、定員に達した場合、
座席をご用意できない場
合があります。

高松税務署
法人課税１部門
TEL 087-861-4121
※お電話の際は、自動音声
案内に沿って、「２」を選択し
てください。

H30.12.6 14:30～15：00 香川県 さぬき市
津田町鶴羽2326-12

大川オアシス２Ｆ
50 軽減税率制度等説明会

公益社団法
人大川法人
会

長尾税務署

混雑の状況等により、受講
いただけない場合がありま
すので予めご了解くださ
い。

公益社団法人大川法人会
℡（0879）52-4370



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

H30.12.11 14:30～15：30 香川県
綾歌郡
綾川町

東分乙36－1
綾川町商工会館　会議
室

30名
消費税の軽減税率と実務
的対応

綾川町商工
会

【要事前登録】
事前に、お電話で申込み
願います。

綾川町商工会
（087-878-2190）

H30.12.17 10：00～11：30 香川県 三豊市

豊中町本山甲160－1
三豊市豊中町農村環
境改善センター１F　研
究室

200

第一部（10：00～11：00）
消費税軽減税率制度の概
要について

第二部（11：00～11：30）
ID・パスワード方式による
確定申告について

観音寺税務
署

【要事前登録】
参加人数に限りがござい
ますので、説明会に参加を
お考えの方は事前に、お
電話で申込み願います。

観音寺税務署
個人課税第一部門
担当：神﨑
℡0875－25－2193


