
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

H31.1.16 9:30～11:30 広島県 竹原市
中央5丁目6-28
竹原商工会議所

30名

決算期別説明会
（9:30～10:30）
軽減税率制度説明会
（10:30～11:30）

竹原税務署

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.1.16 14:00～15:20 広島県
豊田郡

大崎上島
町

中野4098-4
大崎産業会館

20名

決算期別整説明会
（14:00～14:50）
軽減税率制度説明会
（14:50～15:20）

竹原税務署

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.1.22 14:00～15:30 広島県
広島市
南区

大須賀町13-9
TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前
ホール2A

130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

○　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
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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

H31.1.23 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第三会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
１月１８日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.1.23 14:00～15:00 広島県 福山市
西町二丁目10番1号
福山商工会議所９階会
議室

50名 軽減税率制度等説明会 福山税務署

　開催場所の駐車場(有
料)につきましては、駐
車できる台数に限りがあ
り、混雑が予想されます
ので、公共交通機関をご
利用ください。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.1.24 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第三会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
１月２１日（月）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）
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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

H31.1.24 13:30～14:30 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、お電話でご連絡をお
願いします。
・駐車場に限りがありま
すので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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。

H31.1.24 15:00～16:00 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、お電話でご連絡をお
願いします。
・駐車場に限りがありま
すので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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。

H31.1.25 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第三会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
１月２２日（火）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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

H31.1.28 10:00～10:45 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
１月25日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

H31.1.28 11:00～11:45 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
１月25日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

H31.1.30 10:00～11:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署
（２階会議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
１月25日（金）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
（082-218-0642（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 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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29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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（直通）

H31.1.30 13:30～15:00 広島県 尾道市
東尾道４番地４
(協)ベイタウン尾道
組合会館２階　会議室

50名
消費税軽減税率制度講習
会

(協)ベイタウン
尾道

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用ください。
【事前申込】
事務局までご連絡くださ
い。

協同組合ベイタウン尾道
（0848-20-2000）
（0848-20-2005（FAX））

H31.1.30 14:00～15:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署（２階会
議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
１月25日（金）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.1.30 14:00～15:00 広島県 廿日市市

本町5-1
廿日市市商工保健会館
（交流プラザ）（４
階）第３会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会

廿日市税務署
廿日市警察署
管内コンビニ
エンスストア
連絡協議会

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
法人課税第一部門
（0829-32-1223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

H31.2.1 15:30～16:00 広島県 東広島市
西条中央7-23-35
東広島商工会議所会館
４階文化ホール

30名

第１部（14:00～15:30）
新設法人説明会

第２部（15:30～16:00）
消費税軽減税率制度説明
会

東広島法人会
西条税務署

第１部「新設法人説明会」に
引き続き第２部「消費税軽減
税率制度説明会」を開催しま
す。

【要事前登録】
１月25日（金）17時までにお
電話でご連絡をお願いしま
す。

西条税務署
法人課税第一部門
082-422-2493（ダイヤルイ
ン）

H31.2.4 14:30～16:00 広島県 呉市
広古新開２-１-３

呉市広市民センター
700名

消費税の軽減税率制度セ
ミナー

呉信用金庫
呉税務署
広島県西部県
税事務所
呉市役所

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉信用金庫　地域貢献部
0823-24-1195

H31.2.6 13:30～14:30 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、2月5日（火）までに
お電話でご連絡をお願い
します。
・駐車場に限りがありま
すので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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

H31.2.6 14:30～16:00 広島県 呉市

中央４-１-６

呉市役所
くれ絆ホール

624名
消費税の軽減税率制度セ
ミナー

呉信用金庫
呉税務署
広島県西部県
税事務所
呉市役所

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉信用金庫　地域貢献部
0823-24-1195

H31.2.6 15:00～16:00 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、2月5日（火）までに
お電話でご連絡をお願い
します。
・駐車場に限りがありま
すので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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。

H31.2.12 10:00～11:30 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

駐車場に限りがありま
す。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用くだ
さい。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（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。



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

H31.2.12 13:30～15:00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

駐車場に限りがありま
す。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用くだ
さい。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H31.2.12 14:00～15:30 広島県 福山市
西町2-10-1
福山商工会議所
101会議室

180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

H31.2.13 14:00～15:00 広島県 福山市
西町二丁目10番1号
福山商工会議所９階会
議室

50名 軽減税率制度等説明会 福山税務署

開催場所の駐車場(有料)
につきましては、駐車で
きる台数に限りがあり、
混雑が予想されますの
で、公共交通機関をご利
用ください。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.2.20 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
２月１５日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

※ 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。



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

H31.2.21 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
２月１８日（月）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.2.21 14:00～15:00 広島県 廿日市市
桜尾2丁目2-68
広島県廿日市合同庁舎
第2庁舎 401会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務
署・
広島県西部県
税事務所廿日
市分室

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
法人課税第一部門
(0829-32-1223ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.2.22 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
２月１９日（火）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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

H31.2.26 11:30～12:30 広島県 尾道市
御調町高尾1369
尾道ふれあいの里
(2階もみじの間)

50名
消費税軽減税率制度説明
会

道の駅クロス
ロードみつぎ
野菜市
尾道税務署

【要事前登録】
２月20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。

尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.2.26 13:30～14:00 広島県 三原市
宮沖町2-13-20
三原労働基準監督署
（１階　会議室）

20名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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22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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.2.27 10:00～11:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署
（２階会議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
２月22日（金）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
（082-218-0642（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

H31.2.27 14:00～15:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署
（２階会議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
２月22日（金）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
（082-218-0642（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H31.2.27 14:00～15:00 広島県 福山市
西町二丁目10番1号
福山商工会議所９階会
議室

50名
軽減税率制度等説明会

福山税務署

　開催場所の駐車場(有
料)につきましては、駐
車できる台数に限りがあ
り、混雑が予想されます
ので、公共交通機関をご
利用ください。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.3.7 15:00～16:30 広島県 府中市

元町445-1
府中商工会議所会館
２階202号室

100名 軽減税率制度説明会

府中法人会
（共催）
府中間税会
府中税務署

決算期別説明会に合わ
せて実施します。
　駐車場には限りがあり
ますので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2594（直通）

H31.3.8 14:00～15:00 広島県 廿日市市
桜尾2丁目2-68
広島県廿日市合同庁舎
第2庁舎 401会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務
署・
広島県西部県
税事務所廿日
市分室

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
法人課税第一部門
(0829-32-1223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

H31.3.13 14:00～15:00 広島県 福山市
西町二丁目10番1号
福山商工会議所９階会
議室

50名
軽減税率制度等説明会

福山税務署

開催場所の駐車場(有料)
につきましては、駐車で
きる台数に限りがあり、
混雑が予想されますの
で、公共交通機関をご利
用ください。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.3.18 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
３月１３日（水）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.3.19 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
３月１４日（木）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.3.20 10:00～11:30 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

駐車場に限りがありま
す。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用くだ
さい。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H31.3.20 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

30名 軽減税率制度等説明会
広島東税務署
広島北税務署

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。
【要事前登録】
３月１５日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.3.20 13:20～15:30 広島県 尾道市
東尾道４番地４
(協)ベイタウン尾道
組合会館２階　会議室

80名

決算法人説明会
（13:20～14:20）
消費税軽減税率制度説明
会（14:30～15:30）

尾道法人会
尾道税務署

「決算法人説明会」に引き続
き「消費税軽減税率制度説明
会」を開催します。いずれか
の出席も可能です。

尾道税務署
法人課税第一部門
（0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

※ 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



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

H31.3.20 13:30～15:00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

駐車場に限りがありま
す。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用くだ
さい。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H31.3.22 14:00～15:00 広島県 廿日市市
桜尾2丁目2-68
広島県廿日市合同庁舎
第2庁舎 401会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務
署・
広島県西部県
税事務所廿日
市分室

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
法人課税第一部門
(0829-32-1223ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.3.25 10:00～11:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署
（２階会議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
３月18日（月）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
（082-218-0642（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H31.3.25 14:00～15:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署
（２階会議室）

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署
広島南税務署

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。
【要事前予約】
３月18日（月）17時まで
にお電話で予約願いま
す。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

※ 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



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

H31.3.26 13:30～14:30 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加できま
す。ご参加希望の方は、配
席の準備の都合上、3月25
日（月）までにお電話でご
連絡をお願いします。
・駐車場に限りがあります
ので、ご来場の際には、公
共交通機関をご利用くださ
い。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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。

H31.3.26 15:00～16:00 広島県 三次市
十日市東1丁目13番5号
三次税務署
1階会議室

20名 消費税軽減税率制度説明会 三次税務署

・どなたでもご参加できま
す。ご参加希望の方は、配
席の準備の都合上、3月25
日（月）までにお電話でご
連絡をお願いします。
・駐車場に限りがあります
ので、ご来場の際には、公
共交通機関をご利用くださ
い。

三次税務署
法人課税部門
（0824-62-2721(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。

H31.3.27 10:30～12:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（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

H31.3.27 14:00～15:00 広島県 福山市
西町二丁目10番1号
福山商工会議所
９階会議室

50名
軽減税率制度等説明会

福山税務署

開催場所の駐車場(有
料)につきましては、駐
車できる台数に限りがあ
り、混雑が予想されます
ので、公共交通機関をご
利用ください。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.3.27 15:30～17:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（直通））

H31.3.27 19:00～20:30 広島県 尾道市
土堂１-８-８
尾道商業会議所記念館
（２階議場）

50名
消費税軽減税率制度説明
会

尾道本通り連
合会
尾道税務署

説明会場には駐車場がございま
せんので、ご来場の際には、公
共交通機関等をご利用ください。
【要事前申込】
３月20日（水）までに右記連絡先
までお電話で事前申込をお願い
します。なお、定員になり次第、
締めきらせて頂きます。

尾道本通り連合会
（0848-23-5001）
尾道税務署
法人課税第一部門
（0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.3.28 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

15名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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25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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(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

H31.3.28 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

15名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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25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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.3.28 15:00～16:00 広島県 尾道市
土堂２-10-3
尾道商工会議所(２階
大会議室)

40名
消費税軽減税率制度対策
セミナー

尾道間税会
尾道納税貯蓄
組合
尾道税務署

【要事前申込】
右記連絡先までお電話で
事前申込をお願いしま
す。なお、定員になり次
第、締めきらせて頂きま
す。

尾道間税会・尾道納税貯蓄
組合(尾道商工会議所内)事
務局
(0848-22-2165)
(0848-25-2450(FAX))

H31.4.3 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

駐車場に限りがあります
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.4.5 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.8 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.9 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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2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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(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 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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2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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.10 10:00～11:00 広島県 三次市

十日市東１丁目13番５
号
三次税務署
1階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

三次税務署

・どなたでもご参加できま
す。ご参加希望の方は、配
席の準備の都合上、３月25
日(金)までにお電話でご連
絡をお願いします。
・駐車場に限りがあります
ので、ご来場の際には、公
共交通機関をご利用くださ
い。

三次税務署
法人課税部門
(0824-62-2721(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。

H31.4.10 10:00～11:30 広島県 竹原市
中央3丁目2-12
竹原税務署2階会議室

25名 軽減税率制度説明会 竹原税務署

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

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0516(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.10 13:30～15:30 広島県
広島市
南区

比治山本町16-27
広島市南区民文化セン
ター
３階　大会議室Ａ

50名
消費税軽減税率制度説明
会

（主催）
広島南法人会
（共催）
広島南税務署

法人税等説明会に合わせ
て実施
【要事前予約】
４月５日（金）までにお
電話で予約願います。

（公社）広島南法人会
（082-254-2065）
広島南税務署
法人課税第一部門
（082-205-5036）



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

H31.4.10 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

駐車場に限りがあります
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.4.10 14:00～15:00 広島県 三次市

十日市東１丁目13番５
号
三次税務署
1階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

三次税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、３月25日(金)までに
お電話でご連絡をお願い
します。
・駐車場に限りがありま
すので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

三次税務署
法人課税部門
(0824-62-2721(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。

H31.4.11 9:30～11:30 広島県 竹原市
中央5丁目6-28
竹原商工会議所

30名

決算期別説明会
(9:30～10:30)
軽減税率制度説明会
(10:30～11:30)

竹原税務署

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.11 14:00～15:20 広島県
豊田郡

大崎上島
町

中野4098-4
大崎産業会館

20名

決算期別整説明会
(14:00～14:50)
軽減税率制度説明会
(14:50～15:20)

竹原税務署

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(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

H31.4.11 16:00～17:00 広島県
広島市

安佐北区

亀山2-25-10
広島北税務署
(別館１階小会議室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
【事前登録】
4月9日(火)17時までにお
電話でご連絡をお願いし
ます。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.15 13:20～15:30 広島県 尾道市
東尾道４番地４
(協)ベイタウン尾道
組合会館２階　会議室

80名

決算法人説明会
(13:20～14:20)
消費税軽減税率制度説明
会(14:30～15:30)

尾道法人会
尾道税務署

「決算法人説明会」に引
き続き「消費税軽減税率
制度説明会」を開催しま
す。
いずれかの出席も可能で
す。

尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.16 10:30～12:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（直通））

H31.4.16 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.16 15:30～17:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（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

H31.4.17 10:00～11:30 広島県 竹原市
中央3丁目2-12
竹原税務署2階会議室

25名 軽減税率制度説明会 竹原税務署

駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。
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。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0516(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.17 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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16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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（直通）

H31.4.17 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
4月12日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

H31.4.17 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
4月12日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、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

H31.4.17 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

H31.4.18 10:00～11:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、4月17日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（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。

H31.4.18 13:00～14:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、4月17日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（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

H31.4.18 15:00～16:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、4月17日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（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。

H31.4.19 10:30～11:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.19 13:30～14:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.19 13:30～15:00 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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12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。

海田税務署
個人課税第１部門
(082-823-2133(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 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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12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。

海田税務署
個人課税第１部門
(082-823-2133(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.22 14:00～15:00 広島県 尾道市
古浜町27番18号
尾道税務署(３階会議
室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

尾道税務署

【要事前登録】
４月12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、定員数を超えた場合
には、次回の説明会へご
案内します。

尾道税務署
個人課税第一部門
(0848-22-2149(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.23 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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16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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.23 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
４月１８日（木）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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 13:30～15:00 広島県 呉市

本通４-７-１

呉商工会議所　６階大
会議室

100名
消費税の軽減税率制度セ
ミナー

呉商工会議所
呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉商工会議所
中小企業相談部
（0823-21-0151）

H31.4.23 14:00～15:00 広島県
広島市
南区

宇品東6-1-72
広島南税務署
３階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

（主催）
広島南間税会
青年部
（共催）
広島南税務署

駐車台数には限りがあり
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】
４月19日（金）までにお
電話で予約願います。

広島南間税会
（082-823-1386）
広島南税務署
法人課税第一部門
（082-205-5036）

H31.4.23 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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16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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.23 14:00～15:00 広島県 尾道市
古浜町27番18号
尾道税務署(３階会議
室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

尾道税務署

【要事前登録】
４月12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、定員数を超えた場合
には、次回の説明会へご
案内します。

尾道税務署
個人課税第一部門
(0848-22-2149(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

H31.4.24 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
4月19日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

H31.4.24 10:00～11:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署

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。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.24 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
４月１９日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.4.24 14:00～15:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署

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。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.24 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
4月19日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

H31.4.24 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(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

H31.4.24 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H31.4.25 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
４月２２日（月）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H31.4.25 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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24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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（直通）

H31.4.25 16:00～17:00 広島県
広島市

安佐北区

亀山2-25-10
広島北税務署
(別館１階小会議室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
【事前登録】
4月23日(火)17時までに
お電話でご連絡をお願い
します。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.8 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(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

R1.5.9 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.5.9 16:00～17:00 広島県
広島市

安佐北区

亀山2-25-10
広島北税務署
(別館１階小会議室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
【事前登録】
5月7日(火)17時までにお
電話でご連絡をお願いし
ます。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.10 15:00～16:30 広島県 府中市

元町445-1
府中商工会議所会館
２階202号室

100名 軽減税率制度説明会

府中法人会
（共催）
府中間税会
府中税務署

　決算期別説明会に合わ
せて実施します。
　駐車場には限りがあり
ますので、ご来場の際に
は、公共交通機関をご利
用ください。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2594（直通）

R1.5.14 10:00～11:00 広島県
広島市
南区

宇品東6-1-72
広島南税務署
３階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

広島南税務署

駐車台数には限りがあり
ます。ご来場の際には、
公共交通機関等をご利用
ください。

広島南税務署
個人課税第一部門
（082-253-3285）
法人課税第一部門
（082-205-5036）



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

R1.5.14 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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9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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.14 10:30～12:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（直通））

R1.5.14 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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9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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(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

R1.5.14 15:30～17:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（直通））

R1.5.15 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月10日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.5.15 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月10日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.5.15 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(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 10:00～11:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、5月15日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って「2」を選
択してください。

R1.5.16 13:00～14:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、5月15日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（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

R1.5.16 15:00～16:30 広島県 庄原市
三日市町667-5
庄原税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度等説明会 庄原税務署

・どなたでもご参加でき
ます。ご参加希望の方
は、配席の準備の都合
上、5月15日（水）まで
にお電話でご連絡をお願
いします。
・駐車場に限りがありま
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。

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って「2」を選
択してください。

R1.5.17 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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16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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（直通）

R1.5.17 10:30～11:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(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 13:30～14:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.17 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.5.20 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349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

R1.5.21 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
５月１６日（木）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.5.22 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月17日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.5.22 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
５月１７日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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

R1.5.22 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月17日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.5.22 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

R1.5.23 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
５月２０日（月）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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

R1.5.23 16:00～17:00 広島県
広島市

安佐北区

亀山2-25-10
広島北税務署
(別館１階小会議室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
【事前登録】
5月21日(火)17時までに
お電話でご連絡をお願い
します。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.24 11:30～12:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
軽減税率制度等説明会
(個人事業者向け)

広島西税務署

【要事前登録】
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、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。

広島西税務署
個人課税第一部門
(082-234-3650(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.24 15:30～16:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
軽減税率制度等説明会
(個人事業者向け)

広島西税務署

【要事前登録】
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、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。

広島西税務署
個人課税第一部門
(082-234-3650(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

R1.5.28 9:00～10:00 広島県 竹原市
本町1-1-1
道の駅たけはら

30名

軽減税率制度説明会
(9:00～9:30)
道の駅たけはら出品者会
議
(9:30～10:00)

道の駅たけは
ら

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.28 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.28 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.28 14:00～15:00 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎３
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関での
ご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
(0829-32-2349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

R1.5.28 15:30～16:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
軽減税率制度等説明会
(個人事業者向け)

広島西税務署

【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。
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。

広島西税務署
個人課税第一部門
(082-234-3650(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.28 15:00～16:00 広島県
山県郡

安芸太田
町

戸河内784-1
安芸太田町役場
東大集会室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

【事前登録】
5月24日(金)17時までに
お電話でご連絡をお願い
します。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.29 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月24日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.5.29 10:00～12:00 広島県 三次市

十日市東１丁目13番５
号
三次税務署
1階会議室

20名

第１部(10:00～11:30)
記帳開始説明会

第２部(11:30～12:00)
軽減税率制度等説明会

三次税務署

第１部「記帳開始説明
会」に引き続き、第２部
「軽減税率制度等説明
会」を開催します。
いずれかの出席も可能で
す。

三次税務署
個人課税部門
(0824-62-2721(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

R1.5.29 13:30～14:30 広島県 竹原市
本町1-1-1
道の駅たけはら

30名

軽減税率制度説明会
(13:30～14:00)
道の駅たけはら出品者会
議
(14:00～14:30)

道の駅たけは
ら

軽減税率説明会のみの参
加も可能です。
駐車場に限りがありま
す。
ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用くださ
い。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.29 13:30～15:30 広島県 三次市

十日市東１丁目13番５
号
三次税務署
1階会議室

20名

第１部(13:30～15:00)
記帳開始説明会

第２部(15:00～15:30)
軽減税率制度等説明会

三次税務署

第１部「記帳開始説明
会」に引き続き、第２部
「軽減税率制度等説明
会」を開催します。
いずれかの出席も可能で
す。

三次税務署
個人課税部門
(0824-62-2721(代表))
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って「２」を選
択してください。

R1.5.29 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月24日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、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

R1.5.29 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

R1.5.29 15:00～16:00 広島県
山県郡

北広島町

有田1234
北広島町役場
２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

【事前登録】
5月24日(金)17時までに
お電話でご連絡をお願い
します。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.30 10:00～12:00 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名

【第一部（10:00～
11:30）】
記帳開始説明会
【第二部（11:30～
12:00）】
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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24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、第二部のみの予約
も可能です。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(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

R1.5.30 13:30～15:30 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名

【第一部（13:30～
15:00）】
記帳開始説明会
【第二部（15:00～
15:30）】
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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24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、第二部のみの予約
も可能です。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.5.31 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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30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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（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

R1.5.31 10:00～12:00 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名

【第一部（10:00～
11:30）】
記帳開始説明会
【第二部（11:30～
12:00）】
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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24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、第二部のみの予約
も可能です。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.5.31 13:30～15:30 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
附属棟２階　大会議室

40名

【第一部（13:30～
15:00）】
記帳開始説明会
【第二部（15:00～
15:30）】
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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24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、第二部のみの予約
も可能です。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(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

R1.6.4 14:00～15:00 広島県 尾道市
東尾道4-4
ベイタウン尾道組合会
館　(2階会議室)

20名
消費税軽減税率制度説明
会

尾道観光土産
品協同組合
尾道税務署

尾道観光土産品協同組合
事務局
(0848-25-3880)

R1.6.5 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月31日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.6.5 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
5月31日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、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

R1.6.5 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

R1.6.10 10:00～11:30 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎１
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

【要事前登録】
事前にご連絡をお願いし
ます。

※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関で
のご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
　(0829-32-2349)
または
法人課税第一部門
　(0829-32-1223)

R1.6.10 11:15～12:00 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
付属棟２階
大会議室

40名
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(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

R1.6.10 13:30～15:00 広島県 江田島市
大柿町大原505
江田島市役所
本庁４階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

広島南税務署
【要事前予約】
６月７日(金)までにお電
話で予約願います。

広島南税務署
法人課税第一部門
(082-205-5036)

R1.6.11 10:00～11:30 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎１
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

【要事前登録】
事前にご連絡をお願いし
ます。

※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関で
のご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
　(0829-32-2349)
または
法人課税第一部門
　(0829-32-1223)

R1.6.11 11:15～12:00 広島県
安芸郡
海田町

大正町1番13号
海田税務署
付属棟２階
大会議室

40名
消費税軽減税率制度説明
会

海田税務署

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。

海田税務署
個人課税第１部門
（082-823-2133(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

R1.6.11 13:30～15:00 広島県 江田島市
大柿町大原505
江田島市役所
本庁４階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

広島南税務署
【要事前予約】
６月７日(金)までにお電
話で予約願います。

広島南税務署
法人課税第一部門
(082-205-5036)

R1.6.12 10:00～11:30 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎１
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

【要事前登録】
事前にご連絡をお願いし
ます。

※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関で
のご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
　(0829-32-2349)
または
法人課税第一部門
　(0829-32-1223)

R1.6.12 10:30～12:00 広島県 呉市

中央３丁目９-15

呉税務署５階共用会議
室

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

呉税務署

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】
右記連絡先までお電話で
事前登録をお願いしま
す。

呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（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

R1.6.13 10:00～11:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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7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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.13 10:00～11:30 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎１
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

【要事前登録】
事前にご連絡をお願いし
ます。

※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関で
のご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
　(0829-32-2349)
または
法人課税第一部門
　(0829-32-1223)

R1.6.13 14:00～15:00 広島県 三原市
宮沖町2-12-1
三原税務署（会議室）

30名 軽減税率制度等説明会 三原税務署

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7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。

三原税務署
法人課税部門
(0848-62-3186(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

R1.6.14 10:00～11:30 広島県 廿日市市
新宮１丁目15-40
廿日市地方合同庁舎１
階　共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

廿日市税務署

【要事前登録】
事前にご連絡をお願いし
ます。

※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関で
のご来場にご協力くださ
い。

廿日市税務署
個人課税第一部門
　(0829-32-2349)
または
法人課税第一部門
　(0829-32-1223)

R1.6.14 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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13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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592（直通）

R1.6.18 10:00～12:00 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名

軽減税率制度等説明会
(10:00～11:30)

キャッシュレス・消費者
還元事業説明会
(11:30～12:00)

広島東税務署

中国経済産業
局

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】

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(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

R1.6.19 10:00～11:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
6月14日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、音声ガ
イダンスに沿って『２』を
選択してください。

R1.6.19 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
６月１４日（金）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.6.19 14:00～15:00 広島県 東広島市
西条昭和町16-8
西条税務署
（３階大会議室）

20名 消費税軽減税率制度説明会 西条税務署

駐車場に限りがありますの
で、ご来場の際は公共交通
機関等をご利用ください。

【要事前登録】
6月14日（金）17時までに
お電話でご連絡をお願いし
ます。

西条税務署
082-422-2191（代表）

※お電話の際には、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

R1.6.19 14:00～15:30 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名

消費税軽減税率制度説明会
(14:00～15:00)

キャッシュレス・消費者還
元事業説明会
(15:00～15:30)

福山税務署

中国経済産業
局

  駐車場に限りがありま
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。

【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】

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

R1.6.19 15:00～16:20 広島県
安芸郡
海田町

窪町8-8
安芸農協会館(サンピ
ア・アキ)

100名

第１部(15:00～15:50)
事業承継と相続税・贈与
税について
第２部(15:50～16:20)
消費税軽減税率制度につ
いて

(主催)
海田間税会
(共催)
海田税務署

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。

受講希望の方は6月12日
(水)までに右記連絡先へ
お電話で事前にご連絡を
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。

海田間税会　事務局
(082-821-2422)

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

R1.6.20 10:00～11:30 広島県
広島市
中区

上八丁堀３－１９
広島東税務署
（２階第一会議室）

60名 軽減税率制度等説明会 広島東税務署

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。
【要事前登録】
６月１７日（月）１７時まで
にお電話でご連絡をお願いし
ます。

広島東税務署
法人課税第一部門
（082-227-1343(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

R1.6.20 13:00～15:30 広島県
広島市

安佐北区

可部7丁目28-25
安佐北区民文化セン
ター ホール

700名
消費税軽減税率制度
キャッシュレス対応等説
明会

広島北税務団
体協議会

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。

広島北税務署
総務課
082-814-2111(代表)
※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って「２」を選
択してください。

R1.6.20 15:00～16:30 広島県 府中市
元町445-1
府中商工会議所会館
２階202号室

100名 軽減税率制度説明会

府中法人会
(共催)
府中間税会
府中税務署

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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592(直通)

R1.6.21 10:30～11:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(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

R1.6.21 13:30～14:00 広島県 安芸高田市
吉田町吉田3604-1
吉田税務署２階会議室

30名
消費税軽減税率制度
説明会

吉田税務署

・開催日前日までに右記
連絡先までお電話で事前
登録をお願いします。
・駐車場には限りがござ
いますので、ご来場に
は、公共交通機関等をご
利用ください。

吉田税務署
調査部門
(0826-42-0210(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.26 10:00～11:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署

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。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.26 13:30～15:30 広島県
広島市
南区

比治山本町16-27
広島市南区民文化セン
ター
３階　大会議室Ａ

50名
消費税軽減税率制度説明
会

(主催)
広島南法人会
(共催)
広島南税務署

法人税等説明会に合わせ
て実施
【要事前予約】
６月21日(金)までにお電
話で予約願います。

(公社)広島南法人会
(082-254-2065)
広島南税務署
法人課税第一部門
(082-205-5036)

R1.6.26 14:00～15:00 広島県
広島市
西区

観音新町１-17-３
広島西税務署(２階会
議室)

40名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

広島西税務署

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。

広島西税務署
法人課税第一部門
(082-218-0642(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 14:00～15:00 広島県 福山市
三吉町4丁目4番8号
福山税務署
3階大会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 福山税務署

  駐車場に限りがありま
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。

福山税務署
法人課税第一部門
084-975-7619(直通)

R1.6.27 10:00～11:30 広島県 府中市
鵜飼町555-40
府中税務署
2階　大会議室

28名 軽減税率制度説明会 府中税務署

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24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。

府中税務署
法人課税第一部門
0847-45-2592(直通)

R1.6.27 16:00～17:00 広島県
広島市

安佐北区

亀山2-25-10
広島北税務署
(別館１階小会議室)

30名
消費税軽減税率制度説明
会

広島北税務署

ご来場の際には、公共交
通機関をご利用くださ
い。
【事前登録】
6月25日(火)17時までに
お電話でご連絡をお願い
します。

広島北税務署
法人課税第一部門
(082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))




