
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

H31.1.15 10：00～12：00 熊本県 上天草市

大矢野上1514
上天草市役所・大矢野庁
舎書庫棟「2階会議室」

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

H31.1.15 13：30～15：30 熊本県 上天草市

大矢野上1514
上天草市役所・大矢野庁
舎書庫棟「2階会議室」

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

H31.1.16 10：00～12：00 熊本県 天草市

東町3
天草市民センター第一会
議室

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

H31.1.16 13：30～15：30 熊本県 天草市

東町3
天草市民センター第一会
議室

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.17 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

二の丸1番1-1
桜の馬場　城彩苑
多目的交流施設

 80名

①決算における処理及び
留意事項（白色営業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場には無料駐車場はございません。公共
交通機関をご利用いただくか、近隣の有料
駐車場をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-1181（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.17 10：00～12：00 熊本県 天草市

牛深2286-103
天草市役所牛深支所・2
階大会議室

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

H31.1.17 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

二の丸1番1-1
桜の馬場　城彩苑
多目的交流施設

 80名

①決算における処理及び
留意事項（白色不動産所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場には無料駐車場はございません。公共
交通機関をご利用いただくか、近隣の有料
駐車場をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.17 13：30～15：30 熊本県 天草市

牛深2286-103
天草市役所牛深支所・2
階大会議室

100名

決算説明会（青色・営業・農
業）の中で、消費税軽減税
率制度の説明会を行いま
す。

天草税務署
天草税務署
個人課税部門
(0969-22-2513（直通）)

H31.1.18 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

二の丸1番1-1
桜の馬場　城彩苑
多目的交流施設

 80名

①決算における処理及び
留意事項（白色農業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場には無料駐車場はございません。公共
交通機関をご利用いただくか、近隣の有料
駐車場をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.18 10:00～12:00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（1階大会議室）

20名
消費税新規課税事業者説
明会（一般課税）

阿蘇税務署
阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.18 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

二の丸1番1-1
桜の馬場　城彩苑
多目的交流施設

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色農業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場には無料駐車場はございません。公共
交通機関をご利用いただくか、近隣の有料
駐車場をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.18 13:30～15:30 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地1944
阿蘇税務署
（1階大会議室）

20名
消費税新規課税事業者説
明会（簡易課税）

阿蘇税務署
阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

H31.1.21 10:00～12：00 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名
白色申告収支内訳書作成
説明会

山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

H31.1.21 10:00～12：00 熊本県 八代市
新町5-20
やつしろハーモニーホー
ル

50名

青色申告者を対象とした確
定申告の決算説明会の中
で、消費税軽減税率制度の
説明会を行います。

八代税務署・
八代商工会議所青
色申告会

【要事前登録】
1月18日（金）17時までに
お電話で申込願います。

八代税務署
個人課税第1部門
（0965-32-3143（直通））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 13：30～15：30 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名
白色申告収支内訳書作成
説明会

山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～16：00 熊本県 八代市
新町5-20
やつしろハーモニーホー
ル

50名

青色申告者を対象とした確
定申告の決算説明会の中
で、消費税軽減税率制度の
説明会を行います。

八代税務署・
八代商工会議所青
色申告会

【要事前登録】
1月18日（金）17時までに
お電話で申込願います。

八代税務署
個人課税第1部門
（0965-32-3143（直通））

H31.1.22 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色営業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-1181（代表））

H31.1.22 10:00～12：00 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名 青色申告決算説明会 山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

H31.1.22 10:00～12:00 熊本県
球磨郡
錦町

錦町役場
3階会議室

100名

青色申告決算説明会（事業
所得者）
（軽減税率制度についても
説明します。）

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがござ
いますので、事前にお電
話で申込願います。

人吉税務署
個人課税部門
（0966‐23‐2313（直通））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.22 13：30～16：00 熊本県 菊池市
七城町甲佐町74-1
菊池税務署　２階会議室

-

平成30年分確定申告決算
説明会
（説明会の中で、消費税軽
減税率制度についての説
明を行います。）

菊池市商工会
菊池市青色申告会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.22 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色営業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.22 13：30～15：30 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名 青色申告決算説明会 山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

H31.1.22 14:00～15：30 熊本県 葦北郡
芦北町計石2963-1
芦北町商工会

40名 軽減税率制度説明会
八代税務署
八代地方法人会

【要事前登録】
八代地方法人会に加入されてい
ない方は、1月21日（月）までにお
電話で申込願います。

八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

H31.1.22 14:00～16：00 熊本県 水俣市
大園町1-11-5
水俣市商工会議所

50名

青色申告者を対象とした確
定申告の決算説明会の中
で、消費税軽減税率制度の
説明会を行います。

八代税務署・水俣青
色申告会

【要事前登録】
1月21日（月）17時までに
お電話で申込願います。

八代税務署
個人課税第1部門
（0965-32-3143（直通））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.22 14:00～16:00 熊本県
球磨郡
錦町

錦町役場
3階会議室

100名

青色申告決算説明会（農業
所得者・不動産所得者）
（軽減税率制度についても
説明します。）

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがござ
いますので、事前にお電
話で申込願います。

人吉税務署
個人課税部門
（0966‐23‐2313（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色不動産所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.23 10:00～12：00 熊本県 八代市
新町5-20
やつしろハーモニーホー
ル

50名
消費税課税事業者を対象と
した申告説明会

八代税務署
【要事前登録】
1月22日（火）17時までに
お電話で申込願います。

八代税務署
個人課税第1部門
（0965-32-3143（直通））

H31.1.23 10:00～12:00 熊本県
球磨郡
錦町

錦町役場
3階会議室

100名

白色申告決算説明会（事業
所得者）
（軽減税率制度についても
説明します。）

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがござ
いますので、事前にお電
話で申込願います。

人吉税務署
個人課税部門
（0966‐23‐2313（直通））

H31.1.23 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色不動産所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～15：30 熊本県
菊池郡
菊陽町

大字久保田2816
菊陽町商工会館

-

平成30年分確定申告決算
説明会
（説明会の中で、消費税軽
減税率制度についての説
明を行います。）

菊陽町商工会
菊陽町青色申告会
菊池税務署

説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～16：00 熊本県 八代市
新町5-20
やつしろハーモニーホー
ル

50名
消費税課税事業者を対象と
した申告説明会

八代税務署
【要事前登録】
1月22日（火）17時までに
お電話で申込願います。

八代税務署
個人課税第1部門
（0965-32-3143（直通））

H31.1.23 14:00～16:00 熊本県
球磨郡
錦町

錦町役場
3階会議室

100名

白色申告決算説明会（農業
所得者）
（軽減税率制度についても
説明します。）

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがござ
いますので、事前にお電
話で申込願います。

人吉税務署
個人課税部門
（0966‐23‐2313（直通））

H31.1.23 14：00～16：00 熊本県 荒尾市
荒尾4186-19
荒尾総合文化センター
（会議室）

60名
決算説明会の後、15時10
分頃から消費税軽減税率
制度の説明会を行います。

玉名税務署
【要事前申込】
1月16日（水）17時までに
お電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））

H31.1.24 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色営業所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-1181（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 10：00～12：00 熊本県 玉名市
岩崎152-2
玉名市民会館
（第２会議室）

50名
決算説明会の後、11時10
分頃より消費税軽減税率制
度の説明会を行います。

玉名税務署
【要事前申込】
1月16日（水）17時までに
お電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①決算における処理及び
留意事項（青色不動産所得
者）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.24 14:00～15：30 熊本県 八代市
新町5-20
やつしろハーモニーホー
ル

80名 軽減税率制度説明会
八代税務署
八代地方法人会

【要事前登録】
八代地方法人会に加入されてい
ない方は、1月23日（水）までにお
電話で申込願います。

八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

H31.1.24 14：00～16：00 熊本県 玉名市
岩崎152-2
玉名市民会館
（第２会議室）

50名
決算説明会の後、15時10
分頃より消費税軽減税率制
度の説明会を行います。

玉名税務署
【要事前申込】
1月16日（水）17時までに
お電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））

H31.1.25 10:00～12:00 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①消費税の申告の記載方
法（一般課税の方）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.25 10：00～12：00 熊本県 玉名市
岩崎152-2
玉名市民会館（第２会議
室）

50名
決算説明会の後、11時10
分頃より消費税軽減税率制
度の説明会を行います。

玉名税務署
【要事前申込】
1月16日（水）17時までに
お電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.1.25 13：30～15：00 熊本県 水俣市
牧ノ内3-1
もやい直しセンター　もや
い館

30名 軽減税率制度説明会
八代税務署
八代地方法人会

【要事前登録】
八代地方法人会に加入されてい
ない方は、1月24日（木）までにお
電話で申込願います。

八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

H31.1.25 13:30～15:30 熊本県
熊本市
中央区

出水2-7-1
熊本市総合体育館
青年会館研修室

 80名

①消費税の申告の記載方
法（簡易課税の方）
②消費税軽減税率制度に
ついて

熊本西税務署
熊本東税務署

【要事前申込】
1月15日（火）17時までにお電話で申込願い
ます。定員に達した際は、お断りする場合が
ございますので予め御了承願います。

会場の駐車場には限りがあります。できる限
り公共交通機関をご利用ください。

熊本西税務署
特記官部門
（096-355-118１（代表））

H31.1.29 10:00～12:00 熊本県 小国町
宮原2300
JA阿蘇　小国郷中央支
所

50名 確定申告研修会
JA阿蘇青色申告会
阿蘇税務署

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

H31.2.4 10:00～11:00 熊本県 阿蘇市
小野田277
JA阿蘇　中部営農セン
ター

30名 確定申告研修会
JA阿蘇青色申告会
阿蘇税務署

JA阿蘇青色申告会の会員
に限ります

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.2.7 13：30～15：30 熊本県 菊池市
七城町甲佐町74-1
菊池税務署　2階会議室

-

肉用牛の免税に係る所得
計算書事前作成会
（作成会の中で、消費税軽
減税率制度についての説
明を行います。）

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.2.19 13：30～14：10 熊本県
菊池郡
大津町

大字大津1220-1
大津町町民交流施設
（オークスプラザ　ふれあ
いホール）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
2月18日（月）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.2.19 14：40～15：20 熊本県
菊池郡
大津町

大字大津1220-1
大津町町民交流施設
（オークスプラザ　ふれあ
いホール）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
2月18日（月）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.2.26 13：30～14：10 熊本県 合志市
竹迫2140
合志市役所防災センター
（避難所１）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
2月25日（月）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.2.26 14：40～15：20 熊本県 合志市
竹迫2140
合志市役所防災センター
（避難所１）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
2月25日（月）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.3.6 13：30～14：10 熊本県
菊池郡
菊陽町

光の森2丁目1番地1
光の森町民センター
（会議室）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
3月5日（火）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.3.6 14：40～15：20 熊本県
菊池郡
菊陽町

光の森2丁目1番地1
光の森町民センター
（会議室）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
3月5日（火）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.3.7 14:00～15:30 熊本県 人吉市
熊本県球磨地域振興局
２階　大会議室

70名
消費税の軽減税率制度説
明会（農業者向け）

人吉税務署
球磨地域振興局

【要事前申込】
　会場の席数に限りがございます
ので、2月28日（木）までにお電話
で申込願います。
　説明会場の駐車場には限りが
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。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

H31.3.8 13：30～14：10 熊本県 菊池市
隈府８７２番地
菊池市中央公民館
（小研修室１）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
3月7日（木）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択して ください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択して ください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

H31.3.8 14：40～15：20 熊本県 菊池市
隈府８７２番地
菊池市中央公民館
（小研修室１）

30名 軽減税率制度説明会 菊池税務署
【要事前登録】
3月7日（木）17時までにお
電話で申込願います。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2121（代表））

H31.3.12 15：00～15：50 熊本県
熊本市
中央区

手取本町８－９
くまもと県民交流会館
パレア　９階会議室２

40名

消費税転嫁拒否等の行為
に関する事業者向け説明
会
※　公正取引委員会が開催する
　説明会において、熊本国税局
　の担当者が軽減税率制度に関
　する説明を行います。

公正取引委員会
熊本国税局

【要事前登録】
３月８日（金）までにお電話にてお
申込みください。
※　公正取引委員会でも申込み
　を受け付けており、そちらと併
　せて定員に達し次第、申込み
　を締め切らせていただきます。

熊本国税局消費税課
軽減税率制度係
096-354-6171（内線6331）

H31.3.19

①　10：00～
            11：30
②　13:30～
　　　　　 15：00
③　18：30～
　　　　　 20：00

手取本町8番9号
くまもと県民交流館パレ
ア10Ｆ 【会議室７】

H31.3.25

①　10：00～
            11：30
②　13:30～
　　　　　 15：00
③　18：30～
　　　　　 20：00

手取本町8番9号
くまもと県民交流館パレ
ア 9Ｆ 【会議室４】

【要事前予約】
社名・郵便番号・所在地・参加者
名・参加者数・ＴＥＬ・ＦＡＸ・参加希
望日時を明記の上、ＦＡＸまたは
メールにてお申し込みください。
(公社)熊本法人会「消費税軽減税
率制度」Ｚ係 宛

【お申し込み締切】

会場には無料駐車場はございま
せん。公共交通機関をご利用い
ただくか、有料駐車場をご利用く
ださい。

ＦＡＸ：096-353-2556
Ｍａｉｌ：kumamoto-hojin
           @cronos.ocn.ne.jp

（お問い合わせ）
ＴＥＬ：096-353-2555
　　　　(平日9：00～17：00)
公益社団法人 熊本法人会

熊本県
熊本市
中央区

40名
消費税軽減税率制度に係
る説明会

公益社団法人 熊本
法人会
（共催）
　 熊本西税務署
 　熊本東税務署

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H31.4.16 10：00～11：30 熊本県
菊池郡
大津町

大津１２２０－１
大津町民交流施設
オークスプラザ
２階　ふれあいホール

50名
消費税軽減税率制度説明
会

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2177（直通））

H31.4.16 13：30～14：30 熊本県 天草市
東町３番地
天草市民センター２階
大会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署
天草税務署
法人課税部門
(0969-22-4500（直通）)

H31.4.18 10：00～11：00 熊本県 山鹿市
山鹿970
山鹿合同庁舎
３階会議室

30名 軽減税率制度説明会 山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

H31.4.18 10：00～11：30 熊本県 合志市
竹迫２１４０
合志市役所　１階
防災センター　避難所１

50名
消費税軽減税率制度説明
会

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2177（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14：00～15：30 熊本県 菊池市

隈府８７２
菊池市生涯学習センター
(KiCROSS)　２階　中研
修室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2177（直通））

H31.4.19 10:00～11:00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地2318-1
阿蘇市就業改善センター
大会議室

100名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））

H31.4.22 10：00～11：30 熊本県 宇城市
松橋町大野８５
宇城市役所（新館１階第
２会議室）

80名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
宇城市
宇城市商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

H31.4.22 13：30～15：00 熊本県 宇城市
松橋町大野８５
宇城市役所（新館１階第
２会議室）

80名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
宇城市
宇城市商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

※ お電話の際は、音声ガイダンスに※ お電話の際は、音声ガイダンスに



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～16:00 熊本県 人吉市
南泉田町3-3
人吉商工会議所
3階研修フロア

70名
消費税の軽減税率制度説
明会

人吉税務署
人吉商工会議所
南九州税理士会人
吉支部

【要事前申込】
　会場の席数に限りがございます
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で申込願います。
　説明会場の駐車場には限りが
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。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

H31.4.23 10：00～11：30 熊本県
下益城郡
美里町

馬場1100番地
美里町役場（中央庁舎２
階大会議室）

50名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
美里町
美里町商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

H31.4.23 10：00～11：30 熊本県
菊池郡
菊陽町

光の森２－１－１
光の森町民センター
１階　会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2177（直通））

H31.4.23 13：30～15：00 熊本県
下益城郡
美里町

馬場1100番地
美里町役場（中央庁舎２
階大会議室）

50名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
美里町
美里町商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

※ 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

ンスに沿って『２』を選択して

ください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

※ お電話の際は、音声ガイダ

ンスに沿って『２』を選択して

ください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 熊本県 八代市
花園町16-2
八代税務署（３階会議
室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

H31.4.24 10：00～11：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
宇土市
宇土市商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

H31.4.24 13：30～15：00 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会
宇土税務署
宇土市
宇土市商工会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、4月15日（月）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

H31.4.24 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町16-2
八代税務署（３階会議
室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地387-5
JA阿蘇　一の宮中央支
所

30名
消費税軽減税率制度説明
会（農業所得者向け）

阿蘇税務署
JA阿蘇青色申告会

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

H31.4.24 14：00～15：30 熊本県
熊本市
中央区

手取本町8-9
くまもと県民交流館パレ
ア
（10階　パレアホール）

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
法人課税第１部門
（096－355－1722（直通））

H31.4.25 10：00～11：00 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名 軽減税率制度説明会 山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

H31.4.25 10:00～11:30 熊本県
熊本市
中央区

手取本町8-9
くまもと県民交流館パレ
ア
（10階　パレアホール）

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
法人課税第１部門
（096－355－1722（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～15：30 熊本県
熊本市
西区

春日1-14-1
くまもと森都心プラザ

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

H31.4.26 10：00～11：30 熊本県
熊本市
西区

春日1-14-1
くまもと森都心プラザ

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.8 14:00～15：30 熊本県
熊本市
南区

富合町清藤400
アスパル富合

100名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署
会場の駐車場には限りが
あります。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.9 10:00～11：30 熊本県
熊本市
東区

石原２丁目２－２８
(県民総合運動公園入
口)
火の国ハイツ

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがござい
ます。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～15：30 熊本県
熊本市
南区

富合町清藤400
アスパル富合

100名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署
会場の駐車場には限りが
あります。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.9 14：00～15：30 熊本県
熊本市
東区

石原２丁目２－２８
(県民総合運動公園入
口)
火の国ハイツ

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがござい
ます。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.5.14 10：00～12：00 熊本県 玉名市
岩崎273
玉名税務署（２階会議
室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
5月10日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2128（直通））

R1.5.14 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町16-2
八代税務署（３階会議
室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14：00～16：00 熊本県 玉名市
岩崎273
玉名税務署（２階会議
室）

40名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
5月10日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2128（直通））

R1.5.14 14:00～16:00 熊本県 人吉市
宝来町1340-7
アンジェリーク平安
３階

60名
消費税の軽減税率制度説
明会

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがございます
ので、5月7日（水）17時までにお
電話で申込願います。
　説明会場の駐車場には限りが
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。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.5.15 10：00～11：30 熊本県 菊池市
七城町甲佐町７４－１
菊池市役所 七城支所
２階　会議室

100名
消費税軽減税率制度説明
会

菊池税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

菊池税務署
総務課
（0968-25-2177（直通））

R1.5.15 13：30～14：30 熊本県 天草市
東町３番地
天草市民センター２階
大会議室

180名
消費税軽減税率制度説明
会

天草税務署
天草税務署
法人課税部門
(0969-22-4500（直通）)

※ お電話の際は、音声ガイダ

ンスに沿って『２』を選択して

ください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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

R1.5.15 13：30～15：00 熊本県 八代市
花園町16-2
八代税務署（３階会議
室）

40名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

R1.5.15 14：00～15：00 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

50名 軽減税率制度説明会 山鹿税務署
山鹿税務署
0968-44-2181

R1.5.16 10：00～11：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会

宇土税務署
宇土市
宇城市
美里町
宇城地区商工連絡
協議会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、5月14日（火）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）

R1.5.16 13：30～15：00 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会

宇土税務署
宇土市
宇城市
美里町
宇城地区商工連絡
協議会

【要事前登録】
①会場の座席にも限りがあります
ので、5月14日（火）17時までにお
電話で右記連絡先までお申し込
みください。
②駐車場には限りがありますの
で、なるべく公共交通機関をご利
用ください。

宇土税務署
法人課税部門
0964－22－0586（直通）



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14:00～15：30 熊本県
熊本市
中央区

花畑町4-18
熊本市国際交流会館

150名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.16 14：00～16：00 熊本県 荒尾市
荒尾4186-19
荒尾総合文化センター
（第１・２会議室）

100名
消費税軽減税率制度説明
会

玉名税務署
【要事前申込】
5月13日（月）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
法人課税部門
（0968-72-2128（直通））

R1.5.17 9：30～11：00 熊本県
熊本市
中央区

花畑町4-18
熊本市国際交流会館

150名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.17 10:00～11:00 熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地2318-1
阿蘇市就業改善センター
大会議室

100名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

阿蘇税務署
法人課税部門
（0967-22-0551（代表））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 熊本県
熊本市
東区

石原２丁目２－２８
(県民総合運動公園入
口)
火の国ハイツ

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがござい
ます。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.5.21 14:00～15：30 熊本県
熊本市
北区

植木町岩野238-1
熊本市植木文化センター

100名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署
会場の駐車場には限りが
あります。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.21 14：00～15：30 熊本県
熊本市
東区

石原２丁目２－２８
(県民総合運動公園入
口)
火の国ハイツ

300名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本東税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがござい
ます。

熊本東税務署
総務課
（096-369-5566(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。

R1.5.22 10：00～11：30 熊本県
熊本市
北区

植木町岩野238-1
熊本市植木文化センター

100名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署
会場の駐車場には限りが
あります。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 14：00～15：30 熊本県
熊本市
西区

春日1-14-1
くまもと森都心プラザ

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

R1.5.22 14：00～15：30 熊本県 水俣市
牧ノ内3-1
もやい館（３階会議室）

30名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

R1.5.22 14：00～15：30 熊本県 人吉市
寺町20番地1
人吉税務署
１階　会議室

40名
消費税の軽減税率制度説
明会

人吉税務署

【要事前申込】
　会場の席数に限りがございます
ので、5月15日（水）17時までにお
電話で申込願います。
　説明会場の駐車場には限りが
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。

人吉税務署
総務課
（0966‐23‐2311（代表））

R1.5.23 9：30～11：00 熊本県
熊本市
西区

春日1-14-1
くまもと森都心プラザ

180名
消費税軽減税率制度説明
会

熊本西税務署

会場には無料駐車場はご
ざいません。公共交通機
関での来場をお願いしま
す。

熊本西税務署
個人課税第１部門
（（代）096-355-1181）

※ お電話の際は、音声ガイダ

ンスに沿って『２』を選択して

ください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 10：00～12：00 熊本県 阿蘇市

内牧976-2
阿蘇市農村環境改善セ
ンター
農事研修室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署
駐車可能台数が限られて
いるため、公共交通機関
での来場をお願いします。

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.5.24 14：00～15：30 熊本県 水俣市
牧ノ内3-1
もやい館（３階会議室）

30名 軽減税率制度説明会 八代税務署
八代税務署
法人課税第1部門
（0965-32-3209（直通））

R1.5.27 10：00～12：00 熊本県
阿蘇郡
高森町

高森2168
高森総合センター
大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署
駐車可能台数が限られて
いるため、公共交通機関
での来場をお願いします。

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.5.28 10：00～12：00 熊本県
阿蘇郡
西原村

小森3259
西原村役場
２階　大会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署
駐車可能台数が限られて
いるため、公共交通機関
での来場をお願いします。

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R1.5.29 10：00～12：00 熊本県
阿蘇郡
小国町

宮原1567-1
おぐに町民センター
２階　会議室

40名
消費税軽減税率制度説明
会

阿蘇税務署
駐車可能台数が限られて
いるため、公共交通機関
での来場をお願いします。

阿蘇税務署
個人課税部門
（0967-22-0551（代表））

R1.6.19 14：00～15：30 熊本県 宇土市
北段原町１５番地
宇土合同庁舎（２階共用
会議室）

50名 軽減税率制度説明会 宇土税務署
【申込不要】
　駐車場には限りがございま
す。

宇土税務署
個人課税部門
法人課税部門
（0964－22－0410（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。

R1.6.21 15：00～16：30 熊本県
熊本市
南区

流通団地１－２４
熊本流通情報会館５階
５０２研修室

50名

熊本市流通情報会館セミ
ナー「うちも関係あるってホ
ント!?消費税軽減税率制
度」

熊本市
公益社団法人熊本
法人会
熊本流通団地防犯
協会
熊本流通団地協同
組合
熊本国税局

【要事前登録】
６月14日（金）までにお電
話にてお申込みください。
※　熊本流通団地協同組合
でも申込みを受け付けてお
り、そちらと併せて定員に達し
次第、申込みを締め切らせて
いただきます。

熊本国税局消費税課
軽減税率制度係
096-354-6171（代表）

R1.6.27 10：00～11：30 熊本県 荒尾市
荒尾4186-19
荒尾総合文化センター
（会議室１、２）

12名
消費税軽減税率制度等説
明会（農業所得以外の事業
所得の方を対象）

玉名税務署
【要事前申込：先着順】
6月21日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

○　現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。（今後、随時更新することを予定していますので、適宜ご確認ください。）
○　「留意事項」欄に「要事前登録」と表示されている説明会につきましては、その説明会の連絡先にお電話で事前登録をお願いします。
　　 なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
○　事前登録の必要がない説明会につきましても、混雑の状況等により、参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
○　説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

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 13：30～15：00 熊本県 荒尾市
荒尾4186-19
荒尾総合文化センター
（会議室１、２）

12名
消費税軽減税率制度等説
明会（農業所得のある方を
対象）

玉名税務署
【要事前申込：先着順】
6月21日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））

R1.6.27 14：00～15：30 熊本県 山鹿市
鹿本町来民686-1
山鹿市鹿本市民センター
「ひだまり」

100名
軽減税率制度及びインボイ
ス制度説明会

山鹿・植木地区税務
協力団体長連絡会
山鹿税務署

山鹿法人会事務局
0968-43-8576

R1.6.28 10：00～11：30 熊本県 玉名市
岩崎152-2
玉名市民会館
（第２会議室）

12名
消費税軽減税率制度等説
明会（農業所得のある方を
対象）

玉名税務署
【要事前申込：先着順】
6月21日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））

R1.6.28 13：30～15：00 熊本県 玉名市
岩崎152-2
玉名市民会館
（第２会議室）

12名
消費税軽減税率制度等説
明会（農業所得のある方を
対象）

玉名税務署
【要事前申込：先着順】
6月21日（金）17時までにお
電話で申込願います。

玉名税務署
個人課税部門
（0968-72-2127（直通））


