
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

10：00～11：30

決算説明会（営業所得）
（10：00～11：00）

軽減税率制度説明会
（11：00～11：30）

13：30～15：00

決算説明会（農業所得）
（13：30～14：30）

軽減税率制度説明会
（14：30～15：00）

10：00～11：30

消費税申告説明会（本則課税）
（10：00～11：00）

軽減税率制度説明会
（11：00～11：30）

13：30～15：00

消費税申告説明会（簡易課税）
（13：30～14：30）

軽減税率制度説明会
（14：30～15：00）

○　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、ご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

田島税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

田島税務署
調査部門
（0241-62-1230）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.1.17 福島県
南会津郡
南会津町

田島字寺前甲2939-2

田島税務署
（会議室）

各40名 田島税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

田島税務署
調査部門
（0241-62-1230）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.1.16 福島県
南会津郡
南会津町

田島字寺前甲2939-2

田島税務署
（会議室）

各40名
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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

○　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、ご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

H31.1.24 13：30～16：00 福島県 いわき市

中央台飯野4-2-4

いわきニュータウンセ
ンタービル
(１階　会議室）

40名

軽減税率制度等説明会
（13：30～14：00）

決算法人説明会
（14：00～16:00）

公益社団法人い
わき法人会

いわき税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

H31.2.6 14：00～15：30 福島県
耶麻郡

猪苗代町

字沼田3972-1

猪苗代町商工会館
（２階　研修室）

40名

消費税軽減税率制度
（14：00～15：00）

軽減税率対策補助金
（15：00～15：30）

猪苗代町商工会

会津若松税務署

会津若松税務署
法人課税第一部門
（0242-27-4311）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.2.14 15：30～17：30 福島県 福島市

大町3-25

東邦銀行
本店営業部

50名

消費税軽減税率制度等説明会
（15：30～16：30）

平成31年度税制改正について
（16：30～17：30）

東邦銀行
福島税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

東邦銀行
法人営業部　営業渉外課
（024-523-5875（直通））

H31.2.20 15：30～17：30 福島県 郡山市

虎丸町20-58

東邦銀行
郡山営業部

50名

消費税軽減税率制度等説明会
（15：30～16：30）

平成31年度税制改正について
（16：30～17：30）

東邦銀行
郡山税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

東邦銀行
法人営業部　営業渉外課
（024-523-5875（直通））
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○　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。
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○　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

H31.2.21 15：30～17：30 福島県 いわき市

平字三町目9-3

東邦銀行
いわき営業部

50名

消費税軽減税率制度等説明会
（15：30～16：30）

平成31年度税制改正について
（16：30～17：30）

東邦銀行
いわき税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

東邦銀行
法人営業部　営業渉外課
（024-523-5875（直通））

H31.2.21 15：30～17：30 福島県 会津若松市

大町1-10-28

東邦銀行
会津支店

50名

消費税軽減税率制度等説明会
（15：30～16：30）

平成31年度税制改正について
（16：30～17：30）

東邦銀行
会津若松税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

東邦銀行
法人営業部　営業渉外課
（024-523-5875（直通））

H31.2.26 14：00～15：30 福島県 郡山市

虎丸町7-7

郡山市労働福祉会館
（中ホール）

100名 消費税軽減税率制度説明会

公益社団法人郡
山法人会

郡山税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

公益社団法人
郡山法人会
(024-933-7777）

H31.3.25 13：30～15：00 福島県
東白川郡
棚倉町

大字関口字上志宝2-
3

棚倉町商工会館

50名 軽減税率制度説明会
棚倉町商工会
白河税務署

棚倉町商工会
（0247-33-3161）
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○　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、ご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

H31.3.26 13：30～16：00 福島県 いわき市

中央台飯野4-5-1

中央台公民館
（大会議室）

100名

軽減税率制度等説明会
（13：30～14：00）

決算法人説明会
（14：00～16：00）

公益社団法人い
わき法人会

いわき税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

H31.3.28 14：30～16：00 福島県
東白川郡

塙町

大字塙字大町3-31-1

塙町商工会館
50名 軽減税率制度説明会

塙町商工会
白河税務署

塙町商工会
（0247-43-0371）

H31.4.4
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

平字堂根町1-4

いわき市文化センター
（中央公民館）
（大講義室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

H31.4.5
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

小名浜愛宕上7-2

小名浜公民館
（２階　会議室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））
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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

○　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、ご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

H31.4.9 10：00～12：00 福島県 会津若松市

インター西90

アピオスペース
（１階　展示ホール）

200名

決算・申告の留意点
（10：00～11：15）

消費税軽減税率制度
（11：15～11：45）

公益社団法人
会津若松法人会

会津若松税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

公益社団法人
会津若松法人会
（0242-22-5821）

H31.4.15
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県

耶麻郡
西会津町

野沢字下條乙1969-
26

西会津交流物産館よ
りっせ
（道の駅にしあいづ）
（２階）

各50名 消費税軽減税率制度説明会
喜多方税務署
（公社）会津喜多
方法人会

　席数には限りがありますので、
あらかじめご了承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

喜多方税務署
調査部門
（0241-24-5050）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.4.15 13：30～15：00 福島県 本宮市

本宮字千代田87-1

本宮市商工会館
（２階）

80名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.4.16
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県 喜多方市

字押切2-１

喜多方プラザ文化セ
ンター
（１階　小ホール）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
喜多方税務署
（公社）会津喜多
方法人会

　席数には限りがありますので、
あらかじめご了承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

喜多方税務署
調査部門
（0241-24-5050）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。
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地番、建物名
部屋番号等
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○　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。
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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

H31.4.16
10：30～12：00

14：00～15：30
福島県 須賀川市

花岡34-2

須賀川市産業会館
（２階　研修室）

各100名

消費税軽減税率制度等説明会

対象地域：須賀川市、鏡石町、
天栄村

須賀川税務署

　対象地域の開催日程でご都合
が悪い場合には、他の対象地域
の説明会に参加することも可能
です。説明内容は、いずれも同じ
です。

須賀川税務署
法人課税部門
（0248-75-2194）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.4.16 13：30～15：30 福島県 郡山市

堤下町1-2

けんしん郡山文化セ
ンター
(郡山市民文化セン
ター)
（５階　集会室）

300名

軽減税率制度等説明会
（13：30～14：00）

決算申告等説明会
（14：00～15：30）

公益社団法人郡
山法人会

郡山税務署

　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
法人課税第一部門
（024-932-2045（直通））

H31.4.16 13：30～15：00 福島県 本宮市

本宮字千代田87-1

本宮市商工会館
（２階）

80名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.4.17
10：30～12：00

14：00～15：30
福島県

石川郡
石川町

関根1-1

石川町共同福祉施設
（多目的ホール）

各190名

消費税軽減税率制度等説明会

対象地域：石川町、浅川町、平
田村、玉川村、古殿町

須賀川税務署

　対象地域の開催日程でご都合
が悪い場合には、他の対象地域
の説明会に参加することも可能
です。説明内容は、いずれも同じ
です。

須賀川税務署
法人課税部門
（0248-75-2194）
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

H31.4.17 14：30～16：00 福島県
西白河郡
西郷村

熊倉字折口原69-3

西郷村商工会館
50名 軽減税率制度説明会

西郷村商工会
白河税務署

西郷村商工会
（0248-25-1266）

H31.4.22 13：30～15：00 福島県 二本松市

亀谷1-5-1

二本松福祉センター
（３階）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

H31.4.23 13：30～15：00 福島県 郡山市

安積町荒井字南赤坂
265

安積総合学習セン
ター
（集会室）

140名 消費税軽減税率制度説明会 郡山税務署
　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通））

H31.4.23 13：30～15：00 福島県 二本松市

亀谷1-5-1

二本松福祉センター
（３階）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

H31.4.23

第１部
15：00～16：30

第２部
18：00～19：30

福島県 須賀川市

花岡34-2

須賀川市産業会館
（２階　研修室）

各80名
軽減税率対策説明会（補助金
及び各種支援制度を含みま
す。）

須賀川市役所
須賀川商工会議
所
大東商工会
長沼商工会
岩瀬商工会
須賀川税務署

【要事前登録】
　右記申込先まで、参加希望の
時間、店名・会社名、お名前、電
話番号、住所を明示の上、ＦＡＸ
にて４月18日（木）までにお申し
込みください。

　説明内容は、各部ともに同じで
す。

須賀川市役所
産業部　商工労政課
【申込先】
ＦＡＸ　0248-72-9845
【問合せ先】
電話　0248-88-9142

H31.4.24 14：30～16：00 福島県
西白河郡
矢吹町

中町292

矢吹町商工会交流セ
ンター

50名 軽減税率制度説明会
矢吹町商工会
白河税務署

矢吹町商工会
（0248-42-4176）

H31.4.25 14：30～16：00 福島県 白河市
大信増見北田76-1

ひじりん館
50名 軽減税率制度説明会

大信商工会
白河税務署

大信商工会
（0248-46-2070）

R1.5.8 10：00～12：00 福島県 会津若松市

インター西90

アピオスペース
（１階　大会議室）

60名

決算・申告の留意点
（10：00～11：15）

消費税軽減税率制度
（11：15～11：45）

公益社団法人
会津若松法人会

会津若松税務署

【要事前登録】
　右記連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。

公益社団法人
会津若松法人会
（0242-22-5821）



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

○　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、ご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

R1.5.8 14：30～16：00 福島県 白河市
表郷番沢字松上98-2

表郷商工会館
50名 軽減税率制度説明会

表郷商工会
白河税務署

（日程に関するお詫びと訂正）
　開催日の記載に誤りがありまし
た。ここに訂正し、お詫び申し上
げます。
　誤）H31.5.16
　正）H31.5.8
　開催日をお間違えのないようお
願いします。

表郷商工会
（0248-32-3065）

R1.5.9
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

小名浜愛宕上7-2

小名浜公民館
（２階　会議室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

R1.5.10
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

平字堂根町1-4

いわき市文化センター
（中央公民館）
（大講義室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））



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

○　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、ご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

R1.5.14
10：30～11：40

13：30～14：40
福島県 伊達市

保原町字宮下111-4

伊達市保原市民セン
ター

各100名 消費税軽減税率制度等説明会
福島税務署
伊達市

　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。
　説明内容は、午前午後及び５
月17日開催説明会（福島市民会
館会場）ともに同じです。

福島税務署
法人課税第一部門
（024-534-3121（内線241））
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.15
10：00～11：30

14：00～15：30
福島県 会津若松市

インター西90

アピオスペース
（１階　展示ホール）

各200名 消費税軽減税率制度説明会

会津若松税務署

福島県商工会連
合会

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

会津若松税務署
法人課税第一部門
（0242-27-4311）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.16 13：30～15：00 福島県 須賀川市

牛袋町121-1

須賀川信用金庫
本部
（２階　大会議室）

70名
消費税の軽減税率制度に関す
るセミナー

須賀川信用金庫

須賀川税務署

【要事前登録】
　右記連絡先まで事前登録をお
願いします。

須賀川信用金庫
各営業店舗窓口又は総合企
画部
（0248-75-3319）

R1.5.16 14：30～16：00 福島県 白河市
東釜子字殿田表65

ひがし商工会館
50名 軽減税率制度説明会

ひがし商工会
白河税務署

（日程に関するお詫びと訂正）
　開催日の記載に誤りがありまし
た。ここに訂正し、お詫び申し上
げます。
　誤）H31.5.8
　正）H31.5.16
　開催日をお間違えのないようお
願いします。

ひがし商工会
（0248-34-2779）



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

○　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、ご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

R1.5.17
10：30～11：40

13：30～14：40
福島県 福島市

霞町1-52

福島市市民会館
（第２ホール）

各100名 消費税軽減税率制度等説明会
福島税務署
福島市

　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。
　説明内容は、午前午後及び５
月14日開催説明会（伊達市保原
市民センター会場）ともに同じで
す。

福島税務署
法人課税第一部門
（024-534-3121（内線241））
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.20 13：30～15：00 福島県 田村市

船引町船引字南元町
28

船引公民館
（２階　ホール）

100名 消費税軽減税率制度説明会 郡山税務署
　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通））

R1.5.21 10：00～11：30 福島県 白河市
中田5-1

白河税務署
50名 軽減税率制度説明会 白河税務署

白河税務署
（0248-22-7111）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.22
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県

南会津郡
南会津町

田島字宮本東22

御蔵入交流館
（多目的ホール）

各120名 軽減税率制度説明会

田島税務署
南会津町
下郷町
只見町
檜枝岐村

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

田島税務署
調査部門
（0241-62-1230）
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

R1.5.22 13：30～15：00 福島県 二本松市

亀谷1-5-1

二本松福祉センター
（３階）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.23
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県

南会津郡
南会津町

山口字村上842

南会津町南郷総合セ
ンター
（３階　大集会室）

各80名 軽減税率制度説明会

田島税務署
南会津町
下郷町
只見町
檜枝岐村

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがございます。なるべく乗り
合わせてご来場ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

田島税務署
調査部門
（0241-62-1230）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.23 13：30～15：00 福島県 本宮市

本宮字千代田87-１

本宮市商工会館
（２階）

80名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.5.24 13：30～15：00 福島県
田村郡
小野町

小野新町中通2

小野町多目的研修集
会施設

100名 消費税軽減税率制度説明会 郡山税務署
　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通））



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

○　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、ご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

R1.5.29
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

平字堂根町1-4

いわき市文化センター
（中央公民館）
（大講義室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

R1.6.4
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県 喜多方市

字押切2-１

喜多方プラザ文化セ
ンター
（小ホール）

各100名 消費税軽減税率制度説明会

喜多方税務署
喜多方市
西会津町
北塩原村
（公社）会津喜多
方法人会
会津喜多方商工
会議所
きたかた商工会
西会津町商工会
北塩原村商工会

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

喜多方税務署
調査部門
（0241-24-5050）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.5
10：00～11：00

13：30～14：30
福島県 白河市

中田5-1

白河税務署
各50名 軽減税率制度説明会 白河税務署

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

白河税務署
（0248-22-7111）
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

R1.6.5
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県

耶麻郡
西会津町

野沢字下條乙1969-
26

西会津交流物産館よ
りっせ
（道の駅にしあいづ）
（２階　研修室）

各50名 消費税軽減税率制度説明会

喜多方税務署
喜多方市
西会津町
北塩原村
（公社）会津喜多
方法人会
会津喜多方商工
会議所
きたかた商工会
西会津町商工会
北塩原村商工会

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

喜多方税務署
調査部門
（0241-24-5050）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.6 13：30～16：10 福島県 福島市

三河南町1-20

コラッセふくしま
（５階　研修室）

90名

新規青色申告者記帳説明会
（13：30～14：50）

消費税軽減税率制度等説明会
（15：00～16：10）

福島税務署

  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

　会場には、駐車場はございま
せんので、公共の交通機関等を
ご利用ください。

福島税務署
個人課税第一部門
（024-534-3121（内線252））
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.6 13：30～15：00 福島県 郡山市

熱海町熱海2-148-2

郡山ユラックス熱海
（第1～3会議室）

100名 消費税軽減税率制度説明会 郡山税務署
　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通））



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

○　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、ご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

R1.6.10 13：30～15：30 福島県
双葉郡
広野町

中央台1-1

広野町公民館
（２階　会議室）

70名 軽減税率制度説明会 相馬税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、席数に限りがあるため、
満席の際には日時、時間等の変
更をお願いする場合もございま
すので、あらかじめご了承くださ
い。

相馬税務署
法人課税第一部門
（0244-36-3942（直通））

R1.6.11
10：00～12：00

13：30～15：30
福島県 相馬市

中村字北町51-1

相馬市民会館
（多目的ホール）

各100名 軽減税率制度説明会 相馬税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、席数に限りがあるため、
満席の際には日時、時間等の変
更をお願いする場合もございま
すので、あらかじめご了承くださ
い。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

相馬税務署
法人課税第一部門
（0244-36-3942（直通））

R1.6.12
10：00～12：00

13：30～15：30
福島県 南相馬市

原町区本町2-28-1

南相馬市民文化会館
ゆめはっと
（多目的ホール）

各80名 軽減税率制度説明会 相馬税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、席数に限りがあるため、
満席の際には日時、時間等の変
更をお願いする場合もございま
すので、あらかじめご了承くださ
い。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

相馬税務署
法人課税第一部門
（0244-36-3942（直通））



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

○　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、ご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

R1.6.12 13：30～15：00 福島県
田村郡
三春町

大町191

三春交流館まほら
（小ホール）

60名 消費税軽減税率制度説明会 郡山税務署
　席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通））

R1.6.13 15：00～16：10 福島県 福島市

霞町1-52

福島市市民会館
（第２ホール）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 福島税務署

  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

　説明内容は、６月14日開催説
明会と同じです。

福島税務署
法人課税第一部門
（024-534-3121（内線241））
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.14 15：00～16：10 福島県 福島市

霞町1-52

福島市市民会館
（第２ホール）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 福島税務署

  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

　説明内容は、６月13日開催説
明会と同じです。

福島税務署
法人課税第一部門
（024-534-3121（内線241））
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

R1.6.19
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県 郡山市

朝日3-4-7

郡山青色会館
（大ホール）

各120名

白色申告記帳開始説明会
（10：00～11：00）

消費税軽減税率制度説明会
（11：00～11：30）

白色申告記帳開始説明会
（13：30～14：30）

消費税軽減税率制度説明会
（14：30～15：00）

郡山税務署

  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通）)

R1.6.19
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

平字堂根町1-4

いわき市文化センター
（中央公民館）
（大講義室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））

R1.6.19
10：00～11：30

13：30～15：00
福島県

南会津郡
南会津町

田島字寺前甲2939-2

田島税務署
（会議室）

各40名 軽減税率制度説明会 田島税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

田島税務署
調査部門
（0241-62-1230）
※音声案内に従い「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

○　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、ご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

R1.6.19
10：30～12：00

14：00～15：30
福島県 須賀川市

中町4-1

須賀川市民交流セン
ター
ｔｅｔｔｅ（テッテ）
（１階　ルーム1-1）

各65名 消費税軽減税率制度等説明会 須賀川税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

須賀川税務署
法人課税部門
（0248-75-2194）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.19 13：30～15：00 福島県 二本松市

亀谷1-5-1

二本松福祉センター
（３階）

100名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.20 10：00～11：30 福島県 郡山市

朝日3-4-7

郡山青色会館
（大ホール）

120名

白色申告記帳開始説明会
（10：00～11：00）

消費税軽減税率制度説明会
（11：00～11：30）

郡山税務署
  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通）)

R1.6.20
10：00～11：00

14：00～15：00
福島県 いわき市

小名浜愛宕上7-2

小名浜公民館
（２階　会議室）

各100名 消費税軽減税率制度説明会
いわき税務署

いわき市

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、定員になり次第、受付を
終了しますので、あらかじめご了
承ください。
　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

いわき税務署
法人課税第一部門
（0246-23-2145（直通））



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

○　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、ご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

R1.6.20 13：30～15：00 福島県 郡山市

朝日3-4-7

郡山青色会館
（大ホール）

120名

【農業者向け】
白色申告記帳開始説明会
（13：30～14：30）

消費税軽減税率制度説明会
（14：30～15：00）

郡山税務署
  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
（024-932-2043（直通）)

R1.6.20 13：30～15：00 福島県
相馬郡
飯舘村

草野字大師堂81

飯舘村商工会館
50名 消費税軽減税率制度説明会

飯舘村商工会
相馬税務署

　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。
　なお、席数に限りがあるため、
満席の際には日時、時間等の変
更をお願いする場合もございま
すので、あらかじめご了承くださ
い。

相馬税務署
法人課税第一部門
（0244-36-3942（直通））

R1.6.20 13：30～15：00 福島県 本宮市

本宮字千代田87-1

本宮市商工会館
（２階）

80名 消費税軽減税率制度等説明会 二本松税務署
　会場の駐車場は、利用台数に
限りがありますので、公共の交
通機関等をご利用ください。

二本松税務署
法人課税部門
（0243-22-1192）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.21 13：30～15：45 福島県 郡山市

麓山1-8-4

郡山市中央公民館
（２階　第３講義室）

40名

【個人事業者向け：一般課税】
新規課税事業者消費税説明会
（13：30～15：00）

消費税軽減税率制度説明会
（15：00～15：45）

郡山税務署
  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
(024-932-2043（直通）)



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

○　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、ご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

R1.6.24 9：30～11：45 福島県 郡山市

麓山1-8-4

郡山市中央公民館
（３階　第９講義室）

30名

【個人事業者向け：簡易課税】
新規課税事業者消費税説明会
（9：30～11：00）

消費税軽減税率制度説明会
（11：00～11：45）

郡山税務署
  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

郡山税務署
個人課税第一部門
(024-932-2043（直通）)

R1.6.25
10：00～11：30

14：00～15：30
福島県 会津若松市

インター西90

アピオスペース
（１階　展示ホール）

各200名 消費税軽減税率制度説明会

会津若松税務署
福島県商工会連
合会
公益社団法人会
津若松法人会
会津若松間税会

　説明内容は、午前午後ともに
同じです。

会津若松税務署
法人課税第一部門
（0242-27-4311）
※音声案内に従い「２」を選択
してください。

R1.6.27 13：30～15：30 福島県 白河市

会津町1-17

白河市文化交流館
コミネス

300名 改正消費税に関する説明会

（白河地区税務関
係団体協議会）
公益社団法人白河
法人会
白河税務署管内青
色申告会連合会
東北税理士会白河
支部
白河商工会議所
福島県南地区商工
会連絡協議会
福島県酒造組合白
河支部
白河間税会
白河小売酒販組合
白河税務署

  席数に限りがあるため、着座で
きない場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

白河地区税務関係団体協議
会（白河商工会議所内）
（0248-23-3101）


