中国５県の全ての税務署で
消費税の

税 務 署

軽 減 税 率 制 度 説 明 会 を開催します！

適用税率の判定、請求書や帳簿の記載事項の追加など、軽減税率制度に
向けた準備はお済みですか？
各税務署で説明会を開催し、制度実施後の日々の記帳や決算・申告など
注意していただきたい点についてご説明します。
ぜひ、ご参加ください。

10月７日 11日

令和元年

（質疑応答時間を含む）

令和元年９月（制度実施前）に開催予定の主な説明会については、裏面をご覧ください。

○岡山県内の説明会の開催一覧（中国地方の他県の税務署でも同じ日程で開催します。）
・事前登録とさせていただきますので、お早めに下記の連絡先までご連絡ください。
・連絡先に(代表)と表示の場合、音声ガイダンスに沿って『２』を選択してください。
・駐車場に限りがあります。お越しの際は、可能な限り公共交通機関等をご利用ください。
税務署名

開催日
10/7

岡山東

岡山西

10/8
10/9～
10/11
10/7・
10・11
10/8・9

西大寺

瀬戸

児島

倉敷

玉島
津山
玉野
笠岡
高梁
新見
久世

○

開催場所
岡山市北区厚生町３丁目１番15号
岡山商工会議所４階 大会議室
岡山市北区弓之町6-1
備前県民局会議棟2階 第１会議室
岡山市北区天神町3番23号
岡山東税務署２階 第１会議室
岡山市北区伊福町4丁目５番38号
岡山西税務署 西館会議室
岡山市北区伊島町3丁目1番1号
生涯学習センター1階 視聴覚室

10/7～
岡山市東区西大寺中2丁目24番13号
10/11
10/7・8・ 岡山市東区瀬戸町瀬戸54-1
10・11 岡山市立瀬戸公民館
備前市東片上230
10/9
備前商工会館
10/7～
倉敷市児島小川5丁目１番66号
10/11
10/7～
倉敷市幸町2番37号
10/9
倉敷税務署 大会議室
倉敷市阿知１丁目7番１号
10/10・11
天満屋倉敷店６階 ﾊﾞﾝｹｯﾄﾙｰﾑ１
10/7～
倉敷市玉島阿賀崎2丁目１番50号
10/11
10/7～
津山市田町67番地
10/11
10/7～
玉野市宇野2丁目4番12号
10/11
玉野税務署１階 会議室
10/7～
笠岡市五番町5番48
10/11
10/7～
高梁市向町13番地
10/11
10/7～
新見市新見721番1号
10/11
新見税務署２階 会議室
10/7～
真庭市鍋屋8番地1
10/11

連絡先

岡山東税務署 法人課税第一部門
086-897-3640(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

岡山西税務署 法人課税第一部門
086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
西大寺税務署 法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
瀬戸税務署 法人課税部門
086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
児島税務署 総務課
086-472-2630(代表)
倉敷税務署 法人課税第一部門
086-422-6440(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
玉島税務署 管理運営部門
086-522-3137(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
津山税務署 法人課税第一部門
0868-22-3109(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
玉野税務署 調査第一部門
0863-31-2132(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
笠岡税務署 管理運営部門
0865-62-3113(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
高梁税務署 調査部門
0866-22-2582(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
新見税務署 総務課
0867-73-1009(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
久世税務署 調査部門
0867-42-0498(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターで受け付けております。
【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-205-553 【受付時間】９:００～１７:００（土日祝除く※）
※令和元年９月及び 10 月につきましては、土曜日（9:00～17:00）も受け付けております。
○ 軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

令和元年９月(制度実施前)に開催予定の主な説明会
・事前登録が必要な説明会もありますので、お早めに下記の連絡先にご連絡ください。
・連絡先に(代表)と表示の場合、音声ガイダンスに沿って『２』を選択してください。
・駐車場に限りがあります。お越しの際は、可能な限り公共交通機関等をご利用ください。
○令和元年９月 17 日～9 月 30 日開催分
税務署名
岡山東
岡山西

西大寺

瀬戸

児島

倉敷

玉島
津山
玉野
笠岡
高梁
新見
久世

日

開催日
時間

（８月 28 日現在）

開催場所
岡山市北区天神町３-２３
岡山東税務署２階 第１会議室

岡山東税務署 法人課税第一部門
086-897-3640(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

岡山市北区伊福町4-5-38
岡山西税務署 西館会議室

岡山西税務署 法人課税第一部門
086-941-8890(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

岡山市東区西大寺中2-24-13
西大寺税務署

西大寺税務署 法人課税部門
086-942-3898(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

岡山市東区瀬戸町瀬戸54-1
岡山市立瀬戸公民館

瀬戸税務署 法人課税部門
086-952-1399(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

倉敷市児島小川5丁目1番66号
児島税務署 会議室

児島税務署 総務課
086-472-2630(代表)

倉敷市幸町２-37
倉敷税務署 大会議室

倉敷税務署 法人課税第一部門
086-422-6440(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

15:00～17:00

倉敷市玉島阿賀崎２丁目１番50号

玉島税務署 管理運営部門
086-522-3137(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.24

10:00～11:30

R1.9.24

15:00～16:30

津山市田町67
津山税務署

津山税務署 法人課税第一部門
0868-22-3109(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.25

15:00～16:30

R1.9.27

15:00～16:30

玉野市宇野２丁目４-12
玉野税務署１階 会議室

玉野税務署 調査第一部門
0863-31-2132(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.20

14:30～16:00

R1.9.26

14:30～16:00

笠岡市五番町５-48
笠岡税務署

笠岡税務署 個人課税部門
0865-62-3402

R1.9.18

15:00～16:30

高梁市向町13番地
高梁税務署１階 会議室

高梁税務署 調査部門
0866-22-2582(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.24

10:00～11:30

R1.9.24

13:30～15:00

新見市新見721番地１
新見税務署２階 会議室

新見税務署 調査部門
0867-72-0928(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.19

15:00～16:30

R1.9.25

15:00～16:30

真庭市鍋屋８番地１
久世税務署

久世税務署 調査部門
0867-42-0498(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

R1.9.18

15:30～16:30

R1.9.27

10:00～11:00

R1.9.27

15:00～16:00

R1.9.17

15:30～17:00

R1.9.24

15:30～17:00

R1.9.27

15:30～17:00

R1.9.24

15:00～16:30

R1.9.26

10:00～11:30

R1.9.20

15:00～16:00

R1.9.20

16:00～17:00

R1.9.27

15:00～16:00

R1.9.27

16:00～17:00

R1.9.19

10:30～12:00

R1.9.19

15:30～17:00

R1.9.27

10:30～12:00

R1.9.27

15:30～17:00

R1.9.27

説明会の開催予定については、随時更新しています。
最新の説明会の開催情報（他県を含む）については、
こちらからご確認ください。

○

連絡先

軽減税率説明会

軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
【URL】http://kzt-hojo.jp
【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-398-111 【受付時間】９:００～１７:００（土日祝除く※）
※令和元年９月及び 10 月につきましては、土曜日（9:00～17:00）も受け付けております。
● 軽減税率対応レジの補助金の期限（契約等の手続きが完了）は令和元年９月 30 日までです。

