
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

H31.1.17 16:30～17:00 岡山県
岡山市
北区

東島田町1-8-5
岡山小売酒販組合２階

50名

第１部(13:30～16:30)
酒類販売管理研修

第２部(16:30～17:00)
軽減税率制度等説明会

岡山県小売酒
販組合連合会
岡山小売酒販
組合
岡山東税務署

第１部「酒類販売管理研
修」に引き続き、第２部
「軽減税率制度説明会」を
開催します。
第２部はどなたでもご参加
いただけます。
(駐車場には限りがござい
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。)

岡山東税務署
酒類指導官部門
(086-897-3647)

H31.1.18 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
1月17日(木)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.1.21 11:00～11:30 岡山県 倉敷市
児島駅前1-37
児島産業振興センター
(2階会議室)

15名

児島青色申告会支部会
(10:00～11:00)

軽減税率制度説明会
(11:00～11:30)

【主催】
児島青色申告会
【共催】
児島税務署

【要事前登録】
平成31年１月18日(金)午後
５時までにお電話でご連絡
ください。
・個人事業者を対象。
・支部会終了後に軽減税率
説明会を開催します。

児島税務署個人課税部門
(086-472-2692:直通)

○　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

○　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

H31.1.21 14:00～15:30 岡山県
岡山市
北区

蕃山町9-19
大同生命ビル
6階会議室

50名

決算期別説明会
14:00～15:00

軽減税率制度説明会
15:00～15:30

岡山東税務署
岡山西税務署
岡山東法人会
岡山西法人会

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。

岡山西法人会
(086-222-6332)

H31.1.21 14:30～15:00 岡山県 倉敷市
児島駅前1-37
児島産業振興センター
(2階会議室)

15名

児島青色申告会支部会
(13:30～14:30)

軽減税率制度説明会
(14:30～15:00)

【主催】
児島青色申告会
【共催】
児島税務署

【要事前登録】
平成31年１月18日(金)午後
５時までにお電話でご連絡
ください。
・個人事業者を対象。
・支部会終了後に軽減税率
説明会を開催します。

児島税務署個人課税部門
(086-472-2692:直通)

H31.1.22 11:00～11:30 岡山県 倉敷市
児島駅前1-37
児島産業振興センター
(2階会議室)

15名

児島青色申告会支部会
(10:00～11:00)

軽減税率制度説明会
(11:00～11:30)

【主催】
児島青色申告会
【共催】
児島税務署

【要事前登録】
平成31年１月18日(金)午後
５時までにお電話でご連絡
ください。
・個人事業者を対象。
・支部会終了後に軽減税率
説明会を開催します。

児島税務署個人課税部門
(086-472-2692:直通)

H31.1.22 14:30～15:00 岡山県 倉敷市
児島駅前1-37
児島産業振興センター
(2階会議室)

15名

児島青色申告会支部会
(13:30～14:30)

軽減税率制度説明会
(14:30～15:00)

【主催】
児島青色申告会
【共催】
児島税務署

【要事前登録】
平成31年１月18日(金)午後
５時までにお電話でご連絡
ください。
・個人事業者を対象。
・支部会終了後に軽減税率
説明会を開催します。

児島税務署個人課税部門
(086-472-2692: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

H31.1.29 10:00～11:00 岡山県
岡山市
北区

厚生町3-1-15
岡山商工会議所

120名
軽減税率制度説明会
軽減税率対策補助金
インボイス制度

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
岡山県
岡山市

説明会会場の駐車場には限
りがございますので、なる
べく公共交通機関等をご利
用ください。

岡山東税務署
個人課税第一部門
(086-225-3145(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.1.29 13:00～13:30 岡山県 笠岡市
笠岡2388-40
笠岡信用組合
５階大会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会
笠岡信用組合
笠岡税務署

当日は、同一会場で13時
30分から17時まで「確定
申告のＩＤ・パスワード
出張発行」を行います。

笠岡信用組合(担当:桒
クワダ

田)

(0865-62-3103)

H31.1.29 14:30～15:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町3-1-15
岡山商工会議所

120名
軽減税率制度説明会
軽減税率対策補助金
インボイス制度

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
岡山県
岡山市

説明会会場の駐車場には限
りがございますので、なる
べく公共交通機関等をご利
用ください。

岡山東税務署
個人課税第一部門
(086-225-3145(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

○　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

H31.1.30 16:00～16:30 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会 西大寺税務署

・駐車場には限りがあり
ます。ご来場の際には、
公共交通機関等をご利用
ください。
・要事前予約　１月29日
(火)17時までにお電話で
ご連絡をお願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.1.31 13:00～13:30 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会 西大寺税務署

・駐車場には限りがあり
ます。ご来場の際には、
公共交通機関等をご利用
ください。
・要事前予約　１月30日
(水)17時までにお電話で
ご連絡をお願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.1.31 15:00～16:30 岡山県 津山市
山下53
美作県民局４階
北会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
１月30日(水)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(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

H31.2.6 14:00～15:00 岡山県 玉野市
宇野２丁目４－12
玉野税務署
(１階会議室)

16名 軽減税率制度説明会 玉野税務署

【要事前登録】
平成31年2月1日(金)16時ま
でに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、予めご
了承ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.2.8 10:00～12:00 岡山県 倉敷市
白楽町249-5
倉敷商工会館３階
第５会議室

70名

決算期別説明会
(10:00～11:15)

消費税軽減税率制度説明
会
(11:20～12:00)

倉敷税務署
倉敷法人会

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、できるだけ公共交通機
関等をご利用ください。
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加できま
す。

倉敷税務署
審理専門官(法人)
(086-451-4386(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.2.8 13:30～15:30 岡山県 倉敷市
白楽町249-5
倉敷商工会館３階
第５会議室

70名

決算期別説明会
(13:30～14:45)

消費税軽減税率制度説明
会
(14:50～15:30)

倉敷税務署
倉敷法人会

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、できるだけ公共交通機
関等をご利用ください。
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加できま
す。

倉敷税務署
審理専門官(法人)
(086-451-4386(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.2.13 14:00～15:30 岡山県
岡山市
北区

桑田町1-13
ホテルメルパルク岡山
1階　泰平Ⅰ

144名
消費税説明会
～軽減税率制度とインボイス
制度への対応のポイント～

株式会社
税務研究会
中国支局
広島国税局

【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、締
め切らせていただきます。

株式会社税務研究会
中国支局
082-243-3720



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

H31.2.14 15:00～16:30 岡山県 津山市
山北663
津山市役所東庁舎１階
Ｅ101会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
２月13日(水)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.2.22 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
2月21日(木)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.2.25 15:00～16:30 岡山県 津山市
山北663
津山市役所東庁舎１階
Ｅ101会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
２月22日(金)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.1 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名

消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
２月28日(木)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(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

H31.3.4 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月１日(金)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.5 15:00～16:30 岡山県 津山市
山北663
津山市役所東庁舎１階
Ｅ101会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月４日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.5 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月４日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.6 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月５日(火)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(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

H31.3.7 13:30～14:30 岡山県
岡山市
北区

桑田町1-13
メルパルクOKAYAMA

50名
消費税軽減税率制度に関
するセミナー

岡山県中小企
業団体中央会
岡山東税務署

【要事前登録】
参加をご希望の方は、３月
１日(金)までに右記連絡先
までご連絡ください。

岡山県中小企業団体中央会
組織支援一課　形山
(086-224-2245)

H31.3.7 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月６日(水)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.8 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月７日(木)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.11 15:00～16:30 岡山県 津山市
山北663
津山市役所東庁舎１階
Ｅ101会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月８日(金)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(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

H31.3.11 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名

消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
３月８日(金)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.12 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月11日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.13 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月12日(火)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.14 16:00～16:30 岡山県 倉敷市
玉島柏島478
国民宿舎　良寛荘

30名 軽減税率制度等説明会 玉島税務署

当日は、同一会場で13時
30分から16時00分まで
「酒類販売管理研修」を
開催しますが、「軽減税
率制度説明会」はどなた
でも参加できます。

玉島税務署
法人課税部門
（086-522-3199（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

H31.3.14 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月13日(水)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.14 16:30～17:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中3-6-15
岡山商工会議所西大寺
支所

20名

(13:30～16:30)
酒類販売管理研修
(16:30～17:00)
軽減税率制度説明会

西大寺小売酒
販組合
西大寺税務署

・当日は、同一会場で13時
30分から16時30分まで「酒
類販売管理研修」を開催し
ますが、「軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加で
きます。
・説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場の
際には、公共交通機関等を
ご利用ください。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.3.14 16:30～17:00 岡山県
岡山市
北区

東島田町1-8-5
岡山小売酒販組合２階

50名

第１部(13:30～16:30)
酒類販売管理研修

第２部(16:30～17:00)
軽減税率制度等説明会

岡山県小売酒販組
合連合会
岡山小売酒販組合
岡山東税務署

第１部「酒類販売管理研
修」に引き続き、第２部
「軽減税率制度説明会」を
開催します。
第２部はどなたでもご参加
いただけます。
(駐車場には限りがござい
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。)

岡山東税務署
酒類指導官部門
(086-897-3647)



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

H31.3.15 16:00～17:00 岡山県 津山市
田町67
津山税務署 50名 消費税軽減税率制度説明会 津山税務署

【要事前登録】
３月14日(木)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.3.19 16:00～16:30 岡山県 倉敷市
児島味野2-2-38
児島市民交流センター

20名 軽減税率制度等説明会
児島税務署
児島小売酒販
組合

当日は、同一会場で13時30
分から16時00分まで「酒類
販売管理研修」を開催しま
すが、「軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

児島税務署
法人課税部門
(086-472-2697(直通))

H31.3.20 14:30～15:30 岡山県 玉野市
築港1-1-3
産業振興ビル3Ｆ

50名

決算期別説明会
(13:30～14:30)
軽減税率制度説明会
(14:30～15:30)

玉野税務署
玉野法人会

説明会会場の駐車場に
は、限りがありますの
で、ご来場の際には、で
きるだけ公共交通機関等
をご利用ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.3.20 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
3月19日(火)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(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

○　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

H31.3.22 13:00～13:30 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会 西大寺税務署

・駐車場には限りがあり
ます。ご来場の際には、
公共交通機関等をご利用
ください。
・要事前予約　３月20日
(水)17時までにお電話で
ご連絡をお願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.3.28 10:00～11:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(1階会議室)

20名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
３月25日(月)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.3.28 10:00～11:30 岡山県 倉敷市

玉島阿賀崎1丁目10-1
玉島市民交流センター
交流棟2階　第３会議
室

39名 軽減税率制度説明会 玉島税務署

【要事前登録】
3月27日(水)16時までに
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

玉島税務署
法人課税部門
086-522-3199(直通)

H31.3.28 14:00～15:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(1階会議室)

20名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
３月25日(月)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。



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

H31.3.28 14:00～15:30 岡山県 倉敷市

玉島阿賀崎1丁目10-1
玉島市民交流センター
交流棟2階　第３会議
室

39名 軽減税率制度説明会 玉島税務署

【要事前登録】
3月27日(水)16時までに
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

玉島税務署
法人課税部門
086-522-3199(直通)

H31.3.29 10:00～11:30 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

H31.3.29 10:30～11:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
調査部門
(0866-22-2582(直通))

H31.3.29 11:00～12:00 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(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

○　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

H31.3.29 13:30～14:30 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.3.29 13:30～14:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
調査部門
(0866-22-2582(直通))

H31.3.29 13:30～15:00 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

H31.3.29 15:00～16:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会

【主催】
西大寺税務署
【共催】
岡山商工会議
所西大寺支所

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
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。
・要事前予約　３月27日
(水)17時までにお電話で
連絡お願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(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

○　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

H31.4.9 10:00～11:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
４月８日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.4.10 11:00～12:00 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.10 13:30～14:30 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.15 10:00～11:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。



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

H31.4.15 14:00～15:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.4.16 10:00～11:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.4.16 10:30～11:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
4月15日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）



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

H31.4.16 14:00～15:00 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
4月15日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

H31.4.16 14:00～15:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.4.16 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中3-6-15
岡山商工会議所西大寺
支所(３階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
西大寺青色申
告会
【共催】
西大寺税務署

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
ご来場の際には公共交通
機関等をご利用くださ
い。
・要事前予約　お電話で
連絡をお願いします。

西大寺青色申告会事務局
(岡山商工会議所西大寺支
所内)
086-942-0101



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

H31.4.17 10:00～11:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.4.17 10:00～11:00 岡山県 玉野市
築港１丁目１－３
産業振興ビル
３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 玉野税務署

【要事前登録】
平成31年4月10日(水)まで
に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、予めご
了承ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.17 14:00～15:00 岡山県 玉野市
築港１丁目１－３
産業振興ビル
３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 玉野税務署

【要事前登録】
平成31年4月10日(水)まで
に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、予めご
了承ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(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

○　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

H31.4.17 14:00～15:00 岡山県 倉敷市
児島小川５-１-66
児島税務署
(2階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
 児島税務署
【共催】
児島青色申告会

【要事前登録】
４月12日(金)午後４時まで
に、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、予め
ご了承ください。

児島税務署総務課
(086-472-2630(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。

H31.4.17 14:00～15:30 岡山県
岡山市
北区

蕃山町9-19
大同生命ビル
6階会議室

50名

決算期別説明会
14:00～15:00

軽減税率制度説明会
15:00～15:30

岡山東税務署
岡山西税務署
岡山東法人会
岡山西法人会

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。

岡山西法人会
(086-222-6332)

H31.4.18 10:00～11:00 岡山県 玉野市
築港１丁目１－３
産業振興ビル
３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 玉野税務署

【要事前登録】
平成31年4月10日(水)まで
に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、予めご
了承ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.18 14:00～15:00 岡山県 玉野市
築港１丁目１－３
産業振興ビル
３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 玉野税務署

【要事前登録】
平成31年4月10日(水)まで
に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、予めご
了承ください。

玉野税務署
調査第一部門
 0863-31-2132
(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

○　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

H31.4.22 10:00～11:30 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

H31.4.22 10:30～11:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
調査部門
(0866-22-2582(直通))

H31.4.22 11:00～12:00 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.22 13:30～14:30 岡山県 真庭市
鍋屋８番地１
久世税務署

30名 軽減税率制度説明会 久世税務署

駐車場には限りがござい
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。

久世税務署
調査部門
(0867-42-0452(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

○　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

H31.4.22 13:30～14:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
調査部門
(0866-22-2582(直通))

H31.4.22 13:30～15:00 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

H31.4.22 15:00～16:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会

【主催】
西大寺税務署
【共催】
岡山商工会議
所西大寺支所

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
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。
・要事前予約　４月18日
(木)17時までにお電話で
連絡お願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(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

○　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

H31.4.23

  9：00～16：00
の間で１時間程
度。ご希望の時
間をお伝えくだ
さい。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
（１階会議室）

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
４月15日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086)952-1159(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.23 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中2-24-13
西大寺税務署

30名 消費税軽減税率説明会

【主催】
西大寺税務署
【共催】
岡山商工会議
所西大寺支所

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
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。
・要事前予約　４月22日
(月)17時までにお電話で
連絡お願いします。

西大寺税務署
法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.23 10:00～11:30 岡山県 井原市
井原市地場産業振興セ
ンター５階会議室
(七日市町10)

50名
消費税軽減税率制度説明
会

笠岡税務署
事前登録が必要です。４
月19日までに担当者へご
連絡ください。

笠岡税務署個人課税部門
(担当:松尾)
0865-62-3402



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

H31.4.23 15:00～16:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
４月22日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

H31.4.24

  9：00～16：00
の間で１時間程
度。ご希望の時
間をお伝えくだ
さい。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
（１階会議室）

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
４月15日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086)952-1159(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.24 10:00～11:30 岡山県 浅口市
鴨方町鴨方2244-8
浅口商工会本部
２階　大会議室

42名 軽減税率制度説明会 玉島税務署
玉島税務署
個人課税第一部門
086-522-3197(直通)

H31.4.24 10:00～11:30 岡山県 矢掛町
備中西商工会本部
大ホール
(小林163－2)

50名
消費税軽減税率制度説明
会

笠岡税務署
事前登録が必要です。４
月19日までに担当者へご
連絡ください。

笠岡税務署個人課税部門
(担当:松尾)
0865-62-3402



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

H31.4.24 13:30～14:00 岡山県 倉敷市
幸町2-37
倉敷税務署（大会議
室）

50名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
４月17日（水）までに右記
連絡先までお電話で事前登
録をお願いします。

倉敷税務署
個人課税第一部門
（086-422-1285（直通））

H31.4.25

  9：00～16：00
の間で１時間程
度。ご希望の時
間をお伝えくだ
さい。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
（１階会議室）

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
４月15日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086)952-1159(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.25 10:00～11:30 岡山県 倉敷市

玉島阿賀崎1丁目10-1
玉島市民交流センター
交流棟2階　第３会議
室

39名 軽減税率制度説明会 玉島税務署
玉島税務署
個人課税第一部門
086-522-3197(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

H31.4.25 10:00～10:30 岡山県 倉敷市
幸町2-37
倉敷税務署（大会議
室）

50名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
４月17日（水）までに右記
連絡先までお電話で事前登
録をお願いします。

倉敷税務署
個人課税第一部門
（086-422-1285（直通））

H31.4.25 10:00～11:30 岡山県 笠岡市
サンライフ笠岡
２階第一研修室
(十一番町16-2)

50名
消費税軽減税率制度説明
会

笠岡税務署
事前登録が必要です。４
月19日までに担当者へご
連絡ください。

笠岡税務署個人課税部門
(担当:松尾)
0865-62-3402

H31.4.26 10:30～11:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
4月25日（木）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）



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

H31.4.26 14:00～15:00 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
4月25日（木）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

H31.4.26 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
4月25日(木)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.14 15:00～16:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
５月13日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(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

R1.5.16 10:30～11:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
5月15日（水）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

R1.5.16 14:00～15:00 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
5月15日（水）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

R1.5.17 10:00～12:00 岡山県 倉敷市
白楽町249-5
倉敷商工会館３階
第５会議室

70名

決算期別説明会
(10:00～11:15)

消費税軽減税率制度説明
会
(11:20～12:00)

倉敷税務署
倉敷法人会

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、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。
「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

倉敷税務署
審理専門官(法人)
(086-451-4386(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

○　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

R1.5.17 13:30～15:30 岡山県 倉敷市
白楽町249-5
倉敷商工会館３階
第５会議室

70名

決算期別説明会
(13:30～14:45)

消費税軽減税率制度説明
会
(14:50～15:30)

倉敷税務署
倉敷法人会

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、できるだけ
公共交通機関等をご利用
ください。
「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

倉敷税務署
審理専門官(法人)
(086-451-4386(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.20 10:30～11:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
5月17日（金）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

R1.5.20 14:00～15:00 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署
西大寺税務署

【要事前登録】
5月17日（金）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）



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

R1.5.21 10:00～11:30 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.5.21 10:30～11:30 岡山県 倉敷市
西中新田640
倉敷市役所本庁
２階会議室(207号)

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
倉敷市

５月17日(金)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.5.21 13:30～14:30 岡山県 倉敷市
西中新田640
倉敷市役所本庁
２階会議室(207号)

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
倉敷市

５月17日(金)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(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

R1.5.21 13:30～15:00 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.5.21 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中3-6-15
岡山商工会議所西大寺
支所(３階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
西大寺青色申
告会
【共催】
西大寺税務署

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
ご来場の際には公共交通
機関等をご利用くださ
い。
・要事前予約　お電話で
連絡をお願いします。

西大寺青色申告会事務局
(岡山商工会議所西大寺支
所内)
086-942-0101

R1.5.22 10:00～11:30 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.5.22 10:30～11:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
管理運営部門
(0866-22-2543(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

R1.5.22 13:30～14:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
管理運営部門
(0866-22-2543(直通))

R1.5.22 13:30～15:00 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.5.23 10:00～11:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
５月22日(水)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

R1.5.23 10:30～11:30 岡山県
都窪郡
早島町

前潟370-1
早島町町民総合会館
ゆるびの舎(集会室)

20名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
早島町

５月20日(月)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(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

R1.5.23 13:30～14:30 岡山県
都窪郡
早島町

前潟370-1
早島町町民総合会館
ゆるびの舎(集会室)

20名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
早島町

５月20日(月)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.5.23 14:00～14:50 岡山県 倉敷市
玉島中央町2-3-12
玉島商工会議所
３階会議室

30名 軽減税率制度等説明会

【主催】
玉島商工会議
所
【共催】
玉島税務署
玉島間税会

駐車場には限りがございま
す。ご来場の際には、公共
交通機関等をご利用下さ
い。
【要事前登録】
5月20日(月)17時までに、
右記連絡先までお電話でご
連絡をお願いします。

玉島税務署
法人課税部門
(086-522-3199(直通))

R1.5.24 10:30～11:30 岡山県 倉敷市
水島北幸町1-1
倉敷市役所水島支所
５階大会議室

100名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
倉敷市

５月21日(火)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(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

R1.5.24 10:30～11:30 岡山県
都窪郡
早島町

前潟370-1
早島町町民総合会館
ゆるびの舎(集会室)

20名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
早島町

５月21日(火)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.5.24 13:30～14:30 岡山県 倉敷市
水島北幸町1-1
倉敷市役所水島支所
５階大会議室

100名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
倉敷市

５月21日(火)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.5.24 13:30～14:30 岡山県
都窪郡
早島町

前潟370-1
早島町町民総合会館
ゆるびの舎(集会室)

20名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
早島町

５月21日(火)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。
なお、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、できるだけ
公共交通機関をご利用くだ
さい。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(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

R1.5.24 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
5月23日(木)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.28 11:00～11:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署

【要事前登録】
5月27日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）

R1.5.28 15:00～15:30 岡山県
岡山市
北区

厚生町３-１-15
岡山商工会議所（会議
室）

120名 軽減税率制度等説明会

岡山商工会議
所
岡山東税務署
岡山西税務署

【要事前登録】
5月27日（月）までに右
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、
予めご了承ください。

岡山商工会議所
中小企業支援部経営支援課
（086-232-2266）



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

R1.5.29 13:30～14:30 岡山県 笠岡市
六番町２－５
笠岡市市民活動支援セ
ンター２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

笠岡市市民活
動支援セン
ター(この指
とまれネット
ワーク委員
会)
笠岡税務署

事前登録が必要です。５
月27日までに担当者へご
連絡ください。

笠岡市市民活動支援セン
ター
(この指とまれネットワー
ク委員会)担当:宮崎・河村
0865-63-4682

R1.5.31 11:30～12:00 岡山県 倉敷市
児島小川5丁目1番66号
児島税務署
(２階会議室)

20名 軽減税率制度説明会

【主催】
児島税務署
【共催】
児島青色申告
会

【要事前登録】
令和元年5月24日(金)午
前11時までにお電話で登
録願います。
ご来署の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
なお、定員になり次第受
付を終了させていただき
ます。

児島税務署
個人課税部門
086-472-2692(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.5.31 15:30～16:00 岡山県 倉敷市
児島小川5丁目1番66号
児島税務署
(２階会議室)

20名 軽減税率制度説明会

【主催】
児島税務署
【共催】
児島青色申告
会

【要事前登録】
令和元年5月24日(金)午
前11時までにお電話で登
録願います。
ご来署の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
なお、定員になり次第受
付を終了させていただき
ます。

児島税務署
個人課税部門
086-472-2692(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

○　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

R1.6.3 10:30～11:30 岡山県 総社市

中央6-9-108
総社商工会議所
４階会議室

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
総社商工会議
所

５月29日(水)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.6.3 13:30～14:30 岡山県 総社市

中央6-9-108
総社商工会議所
４階会議室

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
総社商工会議
所

５月29日(水)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.6.6 10:30～11:30 岡山県 総社市

中央6-9-108
総社商工会議所
４階会議室

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
総社商工会議
所

６月３日(月)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(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

R1.6.6 13:30～14:30 岡山県 総社市

中央6-9-108
総社商工会議所
４階会議室

70名
消費税軽減税率制度説明
会

倉敷税務署
総社商工会議
所

６月３日(月)までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
なお、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、で
きるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

倉敷税務署
法人課税第一部門
(086-422-6440(直通))

R1.6.11 10:00～11:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
６月10日(月)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

R1.6.17

  9:00～16:00
の間で40分～
50分程度。ご
希望の時間を
お伝えくださ
い。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(１階会議室)

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
６月10日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086-952-1159(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

○　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

R1.6.18 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

西大寺中3-6-15
岡山商工会議所西大寺
支所(３階会議室)

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
西大寺青色申
告会
【共催】
西大寺税務署

・説明会場の駐車場には
限りがございますので、
ご来場の際には公共交通
機関等をご利用くださ
い。
・要事前予約　お電話で
連絡をお願いします。

西大寺青色申告会事務局
(岡山商工会議所西大寺支
所内)
086-942-0101

R1.6.18

  9:00～16:00
の間で40分～
50分程度。ご
希望の時間を
お伝えくださ
い。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(１階会議室)

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
６月10日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086-952-1159(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.19 10:30～11:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
管理運営部門
(0866-22-2543(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

R1.6.19 13:30～14:30 岡山県 高梁市
向町13番地
高梁税務署　１階会議
室

20名 軽減税率制度等説明会 高梁税務署
高梁税務署
管理運営部門
(0866-22-2543(直通))

R1.6.19

  9:00～16:00
の間で40分～
50分程度。ご
希望の時間を
お伝えくださ
い。

岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(１階会議室)

10名
軽減税率制度説明会・個
別相談会

瀬戸税務署

【要事前登録】
６月10日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
個人課税部門
(086-952-1159(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

○　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

R1.6.19 15:30～16:30 岡山県
岡山市
北区

天神町3-23
岡山東税務署
２階第１会議室

60名

軽減税率制度説明会
(15:30～16:00)

キャッシュレス・消費者
還元事業説明会
(16:00～16:30)

岡山東税務署

中国経済産業
局

　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、できるだ
け公共交通機関をご利用
ください。

【要事前申込】
ポイント還元制度事務局
のホームページからお申
込みください。

【申込フォームＵＲＬ】

岡山東税務署
法人課税第一部門
(086-897-3640(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.21 15:00～16:00 岡山県
岡山市
北区

伊福町4-5-38
岡山西税務署
(西館会議室)

30名 軽減税率制度等説明会 岡山西税務署

説明会場の駐車場には限り
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。
【要事前登録】
6月20日(木)までに右記連
絡先までお電話で事前登録
をお願いします。

岡山西税務署
法人課税第1部門
(086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

https://cashless.go.jp/franc
hise/session-todofuken.html



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

R1.6.21 15:00～16:30 岡山県 津山市
田町67
津山税務署
１階大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

津山税務署

【要事前登録】
６月20日(木)16時までに右
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、予め
ご了承ください。

津山税務署
法人課税第一部門
0868-22-3109(直通)

R1.6.24 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.24 13:30～14:30 岡山県 笠岡市
十一番町3-3
笠岡商工会議所

40名
消費税軽減税率制度説明
会

笠岡商工会議
所
笠岡間税会
笠岡税務署

・第１部
　消費税軽減税率の概要
について
・第２部
　軽減税率対策補助金に
ついて

笠岡商工会議所(担当:重
見)
(0865-63-1151)



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

R1.6.24 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.25 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.25 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(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

○　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

R1.6.26 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.26 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.27 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(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

○　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

R1.6.27 10:00～11:30 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.6.27 13:30～15:00 岡山県 新見市
新見７２１番地１

新見税務署２階会議室
30名

消費税軽減税率制度説明
会

新見税務署

説明会場の駐車場には限
りがございます。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

新見税務署
調査部門
(0867)72-0928(直通)

R1.6.27 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(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

○　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

R1.6.28 10:00～11:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.28 14:00～15:00 岡山県
岡山市
東区

瀬戸町瀬戸70番地
瀬戸税務署
(２階会議室)

10名 軽減税率制度説明会 瀬戸税務署

【要事前登録】
６月17日(月)までに右記
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、
予めご了承ください。

瀬戸税務署
法人課税部門
(086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))




