
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

H30.9.4 10：00～12：00 大分県 由布市

庄内町柿原302
由布市役所本庁舎
（庄内庁舎）
３階大会議室

―

①たばこ税の手持品課税
について
②消費税軽減税率制度に
ついて

大分税務署 由布市の方

大分税務署
法人課税第３部門
（097-532-4171（代表））

H30.9.4 14：20～15：20 大分県 豊後高田市
是永町３９番地３
豊後高田市役所
２階コスモスホール

100名 軽減税率制度説明会
宇佐税務署
中津県税事務所
豊後高田市役所

―

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.9.6 14：20～15：20 大分県 宇佐市
上田１０３０番地の１
宇佐市役所
４階大会議室

200名 軽減税率制度説明会
宇佐税務署
中津県税事務所
宇佐市役所

―

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.9.7 14：00～16：00 大分県 大分市
府内町１－４－２８
大分センチュリーホテル
２階桜の間

60名

軽減税率導入に向けた事前準備
と実務対策
～消費税引上げ・軽減税率制度
導入を向かえる前に知っておき
たいポイント～

大分商工会議所
大分税務署

説明会場の駐車場には限
りがありますので、ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大分商工会議所
（097-536-3248（代表））

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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.9.10 10：00～12：00 大分県 大分市
大手町3丁目1-1
大分県庁舎新館
14階大会議室

―

①たばこ税の手持品課税
について
②消費税軽減税率制度に
ついて

大分税務署

○大分市内中心部、西大分、弁
天、今津留、高松方面の方

県庁の駐車場はご利用いただけま
せんので、ご出席の際は、周辺の
民間駐車場か最寄の公共交通機
関を利用するなど、ご協力をお願い
いたします。

大分税務署
法人課税第３部門
（097-532-4171（代表））

H30.9.10 14：00～15：40 大分県
玖珠郡
玖珠町

玖珠町大字帆足
125-1
玖珠町商工会
（２Ｆ大会議室）

50名 軽減税率制度説明会 玖珠町商工会 ―
日田税務署
法人課税部門
（0973-23-2136（代表））

H30.9.10 14：00～16：00 大分県 大分市
大手町3丁目1-1
大分県庁舎新館
14階大会議室

―

①たばこ税の手持品課税
について
②消費税軽減税率制度に
ついて

大分税務署

○大分市内中心部、西大分、弁
天、今津留、高松方面の方

県庁の駐車場はご利用いただけま
せんので、ご出席の際は、周辺の
民間駐車場か最寄の公共交通機
関を利用するなど、ご協力をお願い
いたします。

大分税務署
法人課税第３部門
（097-532-4171（代表））

H30.9.11 10：00～12：00 大分県 大分市
大手町3丁目1-1
大分県庁舎新館
14階大会議室

―

①たばこ税の手持品課税
について
②消費税軽減税率制度に
ついて

大分税務署

○大分市内の方で、（市内中心部・
西大分・弁天・今津留・高松）方面
以外の方面の方

県庁の駐車場はご利用いただけま
せんので、ご出席の際は、周辺の
民間駐車場か最寄の公共交通機
関を利用するなど、ご協力をお願い
いたします。

大分税務署
法人課税第３部門
（097-532-4171（代表））

H30.9.11 11：20～12：00 大分県 豊後大野市
市役所２階
豊後大野市中央公民館
講座室

30名 軽減税率制度説明会 三重税務署

たばこ税の手持品課税の
説明会終了後に軽減税率
制度説明会を実施します。
たばこ販売業者でない方
は9月7日（金）17時までに
お電話で申込願います。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.9.11 14：00～16：00 大分県 中津市
豊田町14番地３
中津市役所
（３階大会議室）

60名
たばこ税等手持品課税の説明会
及び
消費税軽減税率制度説明会

中津税務署 ―

中津税務署
法人課税部門
（0979-22-3111（代表））

H30.9.11 14：00～16：00 大分県 大分市
大手町3丁目1-1
大分県庁舎新館
14階大会議室

―

①たばこ税の手持品課税
について
②消費税軽減税率制度に
ついて

大分税務署

○大分市内の方で、（市内中心部・
西大分・弁天・今津留・高松）方面
以外の方面の方

県庁の駐車場はご利用いただけま
せんので、ご出席の際は、周辺の
民間駐車場か最寄の公共交通機
関を利用するなど、ご協力をお願い
いたします。

大分税務署
法人課税第３部門
（097-532-4171（代表））

H30.9.11 15：20～16：00 大分県 豊後大野市
市役所３階
豊後大野市中央公民館
講座室

30名 軽減税率制度説明会 三重税務署

たばこ税の手持品課税の
説明会終了後に軽減税率
制度説明会を実施します。
たばこ販売業者でない方
は9月7日（金）17時までに
お電話で申込願います。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（代表）

H30.9.12 14：00～16：00 大分県 由布市
庄内町柿原２０７－４
由布市商工会館２階

30名 軽減税率制度説明会
由布市商工会
大分税務署

【要事前申込み】
９月５日（水）までにお電話で申込
願います。

説明会場の駐車場には限りがあ
りますので、ご来場の際には、公
共交通機関等をご利用ください。

由布市商工会
（097-582-0094）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.9.12 14：00～16：00 大分県 中津市

耶馬溪町大字柿坂
138番地１
中津市役所耶馬渓支所
（大会議室）

15名
たばこ税等手持品課税の説明会
及び
消費税軽減税率制度説明会

中津税務署 ―

中津税務署
法人課税部門
（0979-22-3111（代表））

H30.9.13 19：00～21：00 大分県 大分市
大字野津原８００番地
大分市野津原支所
会議室

30名
消費税軽減税率制度の
概要等について

野津原町商工会
大分税務署

―
野津原町商工会
（097-588-0101）

H30.9.19 13：30～15：00 大分県 中津市

耶馬溪町大字柿坂
520番地
耶馬渓公民館
（中小会議室）

30名 消費税軽減税率制度説明会
中津市しもげ商工会
中津税務署

【要事前申込】
９月１８日（火）までにお電
話で申込願います。

中津市しもげ商工会　本耶
馬渓支所
担当：稗田（ひえだ）
０９７９－５２－２５００

H30.9.19 14:00～16：00 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵字洲崎７
２－１２６
臼杵商工会議所
３Ｆ大会議室

40名
消費税軽減税率対策セミ
ナー

臼杵商工会議所
臼杵税務署

【要事前申込み】９月１４日（金）ま
でにお電話で申込願います。

説明会場の駐車場には限りがあ
りますので、ご来場の際には、公
共交通機関等をご利用ください。

臼杵商工会議所
0972-63-8811

H30.9.19 15：00～17：00 大分県 津久見市
港町９－２６
津久見商工会議所
３Ｆ会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会
津久見商工会議所
臼杵税務署

―
津久見商工会議所
0972-82-5111

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.9.19 18：30～21：00 大分県 佐伯市
佐伯市向島１-１０-１
佐伯商工会議所
（３Ｆ研修室）

40名
軽減税率制度説明会及び
経営セミナー

佐伯商工会議所
佐伯税務署

駐車場が狭あいとなってお
りますので、ご来場の際に
は、なるべく公共交通機関
等をご利用ください。

佐伯商工会議所
（0972-22-1550）

H30.9.20 10：00～12：00 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵
2-107-637
臼杵税務署
１Ｆ大会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 臼杵税務署 ―
臼杵税務署　調査部門
0972-63-8530（ダイヤルイ
ン）

H30.9.20 13：30～15：30 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵
2-107-637
臼杵税務署
１Ｆ大会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 臼杵税務署 ―
臼杵税務署　調査部門
0972-63-8530（ダイヤルイ
ン）

H30.9.25 10:00～11:30 大分県 大分市
荷揚町３－３１
アートプラザ　研修室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

一般社団法人大分
青色申告会
大分税務署

【要事前登録】
９月１８日（火）１７時までに
お電話で申込願います。

一般社団法人大分青色申
告会
（097-534-1016（代表））

H30.9.26 10：00～12：00 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵
2-107-637
臼杵税務署
１Ｆ大会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 臼杵税務署 ―
臼杵税務署　調査部門
0972-63-8530（ダイヤルイ
ン）



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.9.26 13：30～15：30 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵
2-107-637
臼杵税務署
１Ｆ大会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 臼杵税務署 ―
臼杵税務署　調査部門
0972-63-8530（ダイヤルイ
ン）

H30.9.26 14：00～15：30 大分県 杵築市
杵築市大字南杵築
308-1
杵築市商工会２階

50名 軽減税率制度説明会
杵築市商工会
別府税務署

【要事前申込】
9月25日（火）15時までに
お電話で申込願います。

杵築市商工会
（0978-62-2539（代表））

H30.9.27 14：00～16：00 大分県 豊後大野市
豊後大野市商工会
本所会議室

50名 軽減税率制度説明会
三重税務署
豊後大野市商工会

―
豊後大野市商工会
0974-22-1193

H30.9.27 19：00～19：30 大分県
速見郡
日出町

速見郡日出町2612-2
日出町商工会館２階

50名 軽減税率制度説明会
日出町商工会
別府税務署

【要事前申込】
9月26日（水）15時までに
お電話で申込願います。

日出町商工会
（0977-72-2232（代表））

H30.10.2 18：30～20：00 大分県 竹田市
竹田1920番地1
竹田商工会議所
２Ｆホール

40名

「消費税軽減税率制度と
消費税転嫁対策」
知っておこう！
改正消費税対策

竹田商工会議所
竹田税務署

受講を希望される方は、事前に竹
田商工会議所へお申し込みくださ
い。

竹田商工会議所
中小企業相談所
0974-63-3161



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.10.3 14：00～15：40 大分県
玖珠郡
九重町

九重町大字右田
3157-7
九重町商工会
（２Ｆ大会議室）

80名 軽減税率制度説明会 九重町商工会 ―
日田税務署
法人課税部門
（0973-23-2136（代表））

H30.10.4 14：00～15：30 大分県 国東市

国東市国東町大字鶴川
160-2
アストくにさき
（マルチホール）

50名 軽減税率制度説明会
国東市商工会
別府税務署

【要事前申込】
10月3日（水）15時までに
お電話で申込願います。

国東市商工会
（0978-72-2000（代表））

H30.10.12 14：00～15：30 大分県 佐伯市

佐伯市弥生大字上小倉
656番地１
佐伯市弥生振興局
（２Ｆ第2会議室）

20名～
　30名

軽減税率制度説明会
佐伯市番匠商工会
佐伯税務署

―
佐伯市番匠商工会
（0972-46-0402）

H30.10.17 15：00～16：40 大分県 日田市

日田市天瀬町桜竹671-2
日田地区商工会天瀬本
所
（別館２階）

50名 軽減税率制度説明会 日田地区商工会
日田税務署
法人課税部門
（0973-23-2136（代表））

H30.10.17 14：00～15：30 大分県 佐伯市

佐伯市鶴見大字地松浦
１３４８番地
佐伯市あまべ商工会
（１Fホール）

20名～
　30名

軽減税率制度説明会
佐伯市あまべ商工
会
佐伯税務署

―
佐伯市あまべ商工会
（0972-33-0217）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.10.17 14：00～16：00 大分県 臼杵市

野津町大字野津市
３７４－１
野津町商工会館
２Ｆ会議室

30名 消費税軽減税率説明会
野津町商工会
臼杵税務署

―
野津町商工会
0974-32-3492

H30.10.22 10:00～11：00 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.22 13：30～14：30 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.23 10:00～11：00 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.23 13：30～14：30 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.10.24 10:00～11：00 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.24 13：30～14：30 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.25 10:00～11：00 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.25 13：30～14：30 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.26 11:30～12:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

記帳説明会終了後に、左記の時
間で軽減税率制度説明会を行い
ます。

駐車場には限りがありますので、
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.10.26 15:30～16:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

記帳説明会終了後に、左記の時
間で軽減税率制度説明会を行い
ます。

駐車場には限りがありますので、
ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

H30.10.26 10:00～11：00 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.26 13：30～14：30 大分県 佐伯市
蟹田９番５号
佐伯税務署（会議室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

佐伯法人会
佐伯税務署

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申し込みください。
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
共交通機関等をご利用ください。

佐伯法人会
（0972-24-2495）

H30.10.30 16：00～17：30 大分県 竹田市
久住町久住6154
久住公民館
２Ｆ研修室

50名 消費税軽減税率制度説明会
九州アルプス商工
会
竹田税務署

受講を希望される方は、事前
に九州アルプス商工会へお
申し込みください。

九州アルプス商工会
0974-76-0151

H30.11.2 13:30～15：00 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎　共同会議
室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

中津税務署
（一社）中津青色申
告会

―
一般社団法人　中津青色申
告会
（0979-23-0364）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.11.14 18：00～20：30 大分県 別府市
別府市中央町7-8
別府商工会議所
（会議室）

30名
平成30年度消費税軽減税
率対策窓口相談等事業補
助金・助成金活用セミナー

別府商工会議所
別府税務署

【要事前申込】
11月13日（火）15時までに
お電話で申込願います。

別府商工会議所
（0977-25-3311（代表））

H30.11.15 10：00～12：15 大分県 由布市

由布市庄内町柿原
３０２番地
由布市役所　本庁舎
（庄内庁舎）
３階大会議室

50名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.15 13：30～15：45 大分県 由布市

由布市庄内町柿原
３０２番地
由布市役所　本庁舎
（庄内庁舎）
３階大会議室

50名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.15 15:30～16：00 大分県 津久見市

津久見市大字津久見浦
3825-100

津久見市民会館
（第1会議室）

10名

平成30年度分年末調整等
説明会
及び消費税軽減税率制度
説明会

臼杵税務署
津久見市役所

-

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※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。

H30.11.15 10：00～11：50 大分県 宇佐市

大字法鏡寺224

宇佐文化会館・ウサノピ
ア

500名
年末調整説明会及び
軽減税率制度説明会

宇佐税務署 ―

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.11.15 14：00～15：50 大分県 豊後高田市
玉津９８７
豊後高田市中央公民館

150名
年末調整説明会及び
軽減税率制度説明会

宇佐税務署 ―

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.11.16 14:00～16:00 大分県 大分市
府内町２－１－４
トキハ会館
６階　さくらの間

60名 軽減税率制度説明会
大分商工会議所
大分税務署

【要事前登録】
【受講申込書有】
セミナーを受講される場合
は、事前に右記の連絡先
へ申し込み願います。

大分商工会議所
（097-536-3248）

H30.11.19 10：00～12：15 大分県 大分市

大分市金池南１丁目
５番１号
ホルトホール大分
１階大ホール

700名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.19 13：30～15：45 大分県 大分市

大分市金池南１丁目
５番１号
ホルトホール大分
１階大ホール

700名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.19 15:30～16：00 大分県 臼杵市

臼杵市大字臼杵字浜2-
107-562

臼杵市中央公民館（ホー
ル）

20名

平成30年度分年末調整等
説明会
及び消費税軽減税率制度
説明会

臼杵税務署
臼杵市役所

-

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.11.19 15：30～16：30 大分県 竹田市
会々1650番地
竹田市役所
３階会議室

70名 消費税軽減税率制度説明会 竹田税務署

年末調整説明会終了後に消費税
軽減税率制度説明会を実施しま
す。
会場の定員もありますので、消費
税軽減税率制度説明会のみに参
加される方は、事前に連絡先まで
ご連絡ください。

竹田税務署　調査部門
0974-63-3141（代表）

H30.11.20 10：00～12：15 大分県 大分市

大分市金池南１丁目
５番１号
ホルトホール大分
１階大ホール

700名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.20 13：30～15：45 大分県 大分市

大分市金池南１丁目
５番１号
ホルトホール大分
１階大ホール

700名
平成３０年分 給与所得の
年末調整等説明会

大分税務署
年末調整等説明会の後半
に軽減税率制度の説明を
行います。

大分税務署
法人課税第７部門
（097-532-4171（代表））

H30.11.21 15:30～16：00 大分県 臼杵市

臼杵市野津町大字野津
市184

野津中央公民館

20名

平成30年度分年末調整等
説明会
及び消費税軽減税率制度
説明会

臼杵税務署
臼杵市役所

-

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※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。

H30.11.20 11：00～12：00 大分県 竹田市
会々1650番地
竹田市役所
３階会議室

70名 消費税軽減税率制度説明会 竹田税務署

年末調整説明会終了後に消費税
軽減税率制度説明会を実施しま
す。
会場の定員もありますので、消費
税軽減税率制度説明会のみに参
加される方は、事前に連絡先まで
ご連絡ください。

竹田税務署　調査部門
0974-63-3141（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。



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.11.20 15：30～16：30 大分県 竹田市
会々1650番地
竹田市役所
３階会議室

70名 消費税軽減税率制度説明会 竹田税務署

年末調整説明会終了後に消費税
軽減税率制度説明会を実施しま
す。
会場の定員もありますので、消費
税軽減税率制度説明会のみに参
加される方は、事前に連絡先まで
ご連絡ください。

竹田税務署　調査部門
0974-63-3141（代表）

H30.11.27 10:00～11：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署
【要事前申込】
11月26日（月）17時までに
お電話で申込願います。

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.11.27 11:10～11：40 大分県 豊後大野市
エイトピアおおの
小ホール

- 軽減税率制度説明会 三重税務署
年末調整説明会終了後に
軽減税率制度説明会を実
施します。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（代表）

H30.11.27 13：30～15：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署
【要事前申込】
11月26日（月）17時までに
お電話で申込願います。

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.11.27 15：20～16：00 大分県 豊後大野市
エイトピアおおの
小ホール

- 軽減税率制度説明会 三重税務署
年末調整説明会終了後に
軽減税率制度説明会を実
施します。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（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

※ お電話の際は、音声ガイダン

スに



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.11.30 15:30～16:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

新規課税事業者説明会終了
後に、左記の時間で軽減税率
制度説明会を行います。

駐車場には限りがありますの
で、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

H30.12.10 10：00～11：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

H30.12.10 14：00～15：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

H30.12.11 10：00～11：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

H30.12.11 14：00～15：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.12.11 10:00～11：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

５０名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署
【要事前申込】
12月10日（月）17時までに
お電話で申込願います。

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.12.11 13：30～15：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署
【要事前申込】
12月10日（月）17時までに
お電話で申込願います。

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H30.12.12 18：00～20：30 大分県 別府市
別府市中央町7-8
別府商工会議所
（会議室）

30名
平成30年度消費税軽減税
率対策窓口相談等事業ＩＴ
活用セミナー

別府商工会議所
別府税務署

【要事前申込】
12月11日（火）15時までに
お電話で申込願います。

別府商工会議所
（0977-25-3311（代表））

H30.12.12 10：00～11：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

H3012.12 14：00～15：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H30.12.13 10：00～11：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）

H3012.13 14：00～15：00 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田法人会
竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１１月３０日（金）１７
時までに、連絡先まで申し
込みください。

竹田法人会
（0974－64－0042）


