
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

R1.8.7 15:00～16:00 鹿児島県 鹿児島市

山下町５－３
宝山ホール（鹿児島県文
化センター）３階
第５会議室

50名

転嫁対策特別措置法等説
明会

※公正取引委員会が開催するイ
ベントにおいて、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】
　開催日前日の午後5時までに
お電話にてお申込みください。

※公正取引委員会でも申し込みを受け
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）

R1.8.8 13:30～14：30 鹿児島県 南九州市
知覧町郡6212
知覧税務署
会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

知覧税務署 【事前申込不要】

知覧税務署
（0993-83-2411（代表））
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.8.20 10：00～11：30 鹿児島県 鹿屋市
北田町11103
鹿屋市中央公民館

50名 消費税説明会
鹿屋税務署
鹿屋市税務課

鹿屋税務署
個人課税第１部門
（0994-42-3128）

鹿屋市税務課
（0994-43-2111）

R1.8.20 13：00～14：30 鹿児島県 鹿屋市
北田町11103
鹿屋市中央公民館

50名 消費税説明会
鹿屋税務署
鹿屋市税務課

鹿屋税務署
個人課税第１部門
（0994-42-3128）

鹿屋市税務課
（0994-43-2111）

R1.8.22 10:00～11:00 鹿児島県 出水市
昭和町２２番１３号
出水税務署１F

25名
消費税軽減税率制度説明
会

出水税務署

【要事前申込】
参加される方は、前日までに右
連絡先にお電話でお申込願い
ます。

出水税務署　総務課
（0996－62－0200(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

○　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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先
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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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.8.22 14:00～15:00 鹿児島県 出水市
昭和町２２番１３号
出水税務署１F

25名
消費税軽減税率制度説明
会

出水税務署

【要事前申込】
参加される方は、前日までに右
連絡先にお電話でお申込願い
ます。

出水税務署　総務課
（0996－62－0200(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。

R1.8.26 10：00～12:00 鹿児島県 西之表市
西之表16314-6
種子島合同庁舎
2階共用会議室

50名
軽減税率制度説明会
（個人事業者の方）

種子島税務署 【事前申込不要】
種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

R1.8.26 10：30～11：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.8.26 10：30～12：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
8月23日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.8.26 13：30～14：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.8.26 13：30～15：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
8月23日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.8.26 14：00～16:00 鹿児島県 西之表市
西之表16314-6
種子島合同庁舎
2階共用会議室

50名
軽減税率制度説明会
（法人事業者の方）

種子島税務署 【事前申込不要】
種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

R1.8.27 10:00～11：30 鹿児島県 日置市
伊集院町下谷口1532番地
伊集院税務署

30名
消費税軽減税率制度説明
会

伊集院税務署
【事前申込】
8月23日（金）17時までに
お電話で申込願います。

伊集院税務署
調査部門
（099-273-2543（直通））

R1.8.27 10：30～11：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.8.27 10：30～12：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
8月23日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.8.27 13：30～14：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.8.27 13：30～15：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
8月23日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.8.27 14:00～15：30 鹿児島県 日置市
伊集院町下谷口1532番地
伊集院税務署

30名
消費税軽減税率制度説明
会

伊集院税務署
【事前申込】
8月23日（金）17時までに
お電話で申込願います。

伊集院税務署
調査部門
（099-273-2543（直通））

R1.8.27 15：00～16：30 鹿児島県 奄美市
名瀬長浜町1番1号
名瀬地方合同庁舎　4Ｆ

50名 軽減税率制度説明会 大島税務署
説明会場の駐車場には限りが
ございます。

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.8.29 13:30～14：30 鹿児島県 南九州市
知覧町郡6212
知覧税務署
会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

知覧税務署 【事前申込不要】

知覧税務署
（0993-83-2411（代表））
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.8.29 14:00～15:00 鹿児島県
曽於郡
大崎町

仮宿1032-2
大崎町商工会館　２階

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大崎町商工会
大隅税務署

【要事前申込】
8月27日（火）17時までにお電
話で申し込み願います。
説明会会場の駐車場には限り
があり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大崎町商工会
（099-476-0136）

R1.8.29 15:00～16：00 鹿児島県 姶良市
加治木町諏訪町１３
加治木税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度説明会 加治木税務署

・申し込み不要（先着順）
・トイレ改修工事のため、駐車
場が手狭となっていますので、
ご来場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。

加治木税務署

0995-62-2161（代表）

R1.8.30 10:00～11：00 鹿児島県 姶良市
加治木町諏訪町１３
加治木税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度説明会 加治木税務署

・申し込み不要（先着順）
・トイレ改修工事のため、駐車
場が手狭となっていますので、
ご来場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。

加治木税務署

0995-62-2161（代表）

R1.8.30 13：00～14：30 鹿児島県 垂水市
旭町61-2
垂水市市民会館
大会議室

50名 消費税説明会
鹿屋税務署
垂水市税務課

鹿屋税務署
個人課税第１部門
（0994-42-3128）

垂水市税務課
（0994-32-1111）

R1.8.30 15：00～16：30 鹿児島県 垂水市
旭町61-2
垂水市市民館
大会議室

50名 消費税説明会
垂水市税務課
鹿屋税務署

鹿屋税務署
個人課税第１部門
（0994-42-3128）

垂水市税務課
（0994-32-1111）

※ 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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.8.30 15：00～16：30 鹿児島県 奄美市
名瀬長浜町1番1号
名瀬地方合同庁舎　4Ｆ

50名 軽減税率制度説明会 大島税務署
説明会場の駐車場には限りが
ございます。

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.9.2 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（代表））

R1.9.2 10：00～12：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(代表）

R1.9.2 13：00～15：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(代表）

R1.9.2 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.2 15:00～16：00 鹿児島県 姶良市
加治木町諏訪町１３
加治木税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度説明会 加治木税務署

・申し込み不要（先着順）
・トイレ改修工事のため、駐車
場が手狭となっていますので、
ご来場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。

加治木税務署

0995-62-2161（代表）

R1.9.3 10:00～11：00 鹿児島県 姶良市
加治木町諏訪町１３
加治木税務署
２階会議室

30名 軽減税率制度説明会 加治木税務署

・申し込み不要（先着順）
・トイレ改修工事のため、駐車
場が手狭となっていますので、
ご来場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。

加治木税務署

0995-62-2161（代表）

R1.9.3 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（代表））

R1.9.3 10：00～12：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(代表）

R1.9.3 13：00～15：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(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。



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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.3 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（代表））

R1.9.4 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（代表））

R1.9.4 10：00～12：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(代表）

R1.9.4 13：00～15：00 鹿児島県
薩摩川内
市

若葉町１番２５号
川内税務署
第１会議室

30名 軽減税率制度説明会 川内税務署

【要事前申込】
説明会場の定員に限りがござ
いますので８月２６日（月）１７時
までにお電話で申込願います。
また、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

川内税務署
個人課税部門
法人課税部門
0996-22‐2830(代表）

R1.9.4 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
６月１９日(水)～８月２８日(水)
お電話でお申込み願います。

鹿児島税務署
法人課税第１部門
（099-255-8111（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。



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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.4 14:00～15:00 鹿児島県 志布志市
志布志町志布志3225-5
志布志市商工会館　３階

50名
消費税軽減税率制度説明
会

志布志市商工会
大隅税務署

【要事前申込】
8月30日（金）17時までにお電
話で申し込み願います。
説明会会場の駐車場には限り
があり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

志布志市商工会志布志本
所
（099-472-1108）

R1.9.5 14:00～15:00 鹿児島県 曽於市
末吉町二之方1984-2
曽於市商工会末吉本所
３階

50名
消費税軽減税率制度説明
会

曽於市商工会
大隅税務署

【要事前申込】
8月30日（金）17時までにお電
話で申し込み願います。
説明会会場の駐車場には限り
があり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

曽於市商工会末吉本所
（0986-76-0232）

R1.9.6 10：00～12:00 鹿児島県 西之表市
西之表16314-6
種子島合同庁舎
2階共用会議室

50名
軽減税率制度説明会
（個人事業者の方）

種子島税務署 【事前申込不要】
種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

R1.9.6 14：00～16:00 鹿児島県 西之表市
西之表16314-6
種子島合同庁舎
2階共用会議室

50名
軽減税率制度説明会
（法人事業者の方）

種子島税務署 【事前申込不要】
種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

R1.9.9 10：30～12：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
9月6日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.9 13：30～15：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
9月6日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.9.10 10:00～11：30 鹿児島県 日置市
伊集院町下谷口1532番地
伊集院税務署

30名
消費税軽減税率制度説明
会

伊集院税務署
【事前申込】
9月6日（金）17時までに
お電話で申込願います。

伊集院税務署
調査部門
（099-273-2543（直通））

R1.9.10 10：30～12：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
9月6日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.9.10 13：30～15：00 鹿児島県 曽於市

大隅町岩川6491番地2
大隅合同庁舎
大隅税務署
4階会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

大隅税務署

【要事前申込】
9月6日（金）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
あり、混雑が予想されますの
で、なるべく乗り合い等によりお
越しください。

大隅税務署
（099-482-0007（代表））
個人の方は　個人課税部門
法人の方は　法人課税部門

　 ※ 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

R1.9.10 14:00～15：30 鹿児島県 日置市
伊集院町下谷口1532番地
伊集院税務署

30名
消費税軽減税率制度説明
会

伊集院税務署
【事前申込】
9月6日（金）17時までに
お電話で申込願います。

伊集院税務署
調査部門
（099-273-2543（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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.12 13:30～14：30 鹿児島県 南九州市
知覧町郡6212
知覧税務署
会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

知覧税務署 【事前申込不要】

知覧税務署
（0993-83-2411（代表））
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.9.17 10：30～11：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.9.17 13：30～14：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.9.18 10：30～11：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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。

R1.9.18 13：30～14：30 鹿児島県 指宿市
大牟礼５－９－１
指宿税務署
１階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

指宿税務署
駐車場に限りがございます。
８月２３日（金）までにお申込み
ください。

指宿税務署
調査部門
（0993-22-2548）
※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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.9.19 10:00～11:00 鹿児島県 出水市
昭和町２２番１３号
出水税務署１F

25名
消費税軽減税率制度説明
会

出水税務署

【要事前申込】
参加される方は、前日までに右
連絡先にお電話でお申込願い
ます。

出水税務署　総務課
（0996－62－0200(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。

R1.9.19 13:30～14：30 鹿児島県 南九州市
知覧町郡6212
知覧税務署
会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

知覧税務署 【事前申込不要】

知覧税務署
（0993-83-2411（代表））
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.9.19 14:00～15:00 鹿児島県 出水市
昭和町２２番１３号
出水税務署１F

25名
消費税軽減税率制度説明
会

出水税務署

【要事前申込】
参加される方は、前日までに右
連絡先にお電話でお申込願い
ます。

出水税務署　総務課
（0996－62－0200(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。

R1.9.24 15：00～16：30 鹿児島県 奄美市
名瀬長浜町1番1号
名瀬地方合同庁舎　4Ｆ

50名 軽減税率制度説明会 大島税務署
説明会場の駐車場には限りが
ございます。

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.9.27 15：00～16：30 鹿児島県 奄美市
名瀬長浜町1番1号
名瀬地方合同庁舎　4Ｆ

50名 軽減税率制度説明会 大島税務署
説明会場の駐車場には限りが
ございます。

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.11.5 15：40～16：30 鹿児島県 伊仙町
伊仙1842
伊仙町中央公民館

150名 軽減税率制度説明会 大島税務署
大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.11.6 15：40～16：30 鹿児島県 和泊町
和泊727
和泊町やすらぎ館

60名 軽減税率制度説明会 大島税務署
大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.11.8 11：00～11：50 鹿児島県 喜界町
大字湾1746
喜界町役場　多目的室

100名 軽減税率制度説明会 大島税務署
大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.11.12 15：40～16：30 鹿児島県 与論町
茶花1015
与論町中央公民館

150名 軽減税率制度説明会 大島税務署
説明会場の駐車場には限りが
ございます。

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（代表））

R1.11.14 15：10～16：00 鹿児島県 奄美市
名瀬長浜町517
奄美文化センター　大ホー
ル

1400名 軽減税率制度説明会 大島税務署
大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（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
主催者説明会の名称等 留意事項 連絡先

R1.11.22 11：00～12：00 鹿児島県
薩摩川内
市

天辰町2211-1
薩摩川内市国際交流セン
ター

400名 軽減税率制度説明会 川内税務署
川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

R1.11.22 15：00～16：00 鹿児島県
薩摩川内
市

天辰町2211-1
薩摩川内市国際交流セン
ター

400名 軽減税率制度説明会 川内税務署
川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

R1.11.23 11：30～12：30 鹿児島県 さつま町
船木302
さつま町宮之城文化セン
ター

600名 軽減税率制度説明会 川内税務署
川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））


