
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

H30.9.3 10:00～11:30 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎５階
共用第４会議室

75名

第１部（10:00～11:00）
たばこ税手持品課税説明会

第２部（11:00～11:30）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.3 13:00～14:30 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎５階
共用第４会議室

75名

第１部（13:00～14:00）
たばこ税手持品課税説明会

第２部（14:00～14:30）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.3 15:00～16:30 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎５階
共用第４会議室

75名

第１部（15:00～16:00）
たばこ税手持品課税説明会

第２部（16:00～16:30）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.3 15:00～15:30 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

城北町55番地
隠岐の島地方合同庁舎
西郷税務署（１階会議
室）

50名 軽減税率制度等説明会 西郷税務署
西郷税務署
調査部門
(08512-2-0378(直通))

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

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先



軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

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

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.3 15:00～15:30 島根県 浜田市

野原町８５９－１

浜田市総合福祉セン
ター
２階会議室1・2・3

120名 消費税軽減税率説明会 浜田税務署

当日は、１３時３０分から１４
時４５分まで、「たばこ税手持
品課税説明会」を開催し、続
けて「消費税軽減税率説明
会」を開催します。「消費税軽
減税率説明会」はどなたでも
参加できます。

浜田税務署
法人課税部門
(0855)22-0458 (直通)

H30.9.4 10:00～12:00 島根県 雲南市

木次町里方55
チェリヴァホール
大会議室（３階）

100名

第１部（10:00～11:30）
たばこ税の手持品課税につ
いて
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.9.5 10:00～11:30 島根県 安来市
安来町896-1
安来中央交流センター
３階講義室

50名

第１部（10:00～11:00）
たばこ税手持品課税説明会

第２部（11:00～11:30）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.5 10:00～12:00 島根県
仁多郡

奥出雲町

三成４３６
カルチャープラザ仁多
農事研修室（２階）

70名

第１部（10:00～11:30）
たばこ税の手持品課税につ
いて
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（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

H30.9.5 14:30～15:00 島根県
隠岐郡

西ノ島町

大字別府56-17
島根県島前集合庁舎
１階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 西郷税務署
西郷税務署
調査部門
(08512-2-0378(直通))

H30.9.5 14:30～15:00 島根県 益田市
元町11-26
益田市民学習センター
多目的ホール

300名 軽減税率制度説明会 益田税務署

　当日は、同一会場で13時30
分から14時30分までたばこ税
の手持品課税説明会を開催
いたしますが、軽減税率制度
説明会はどなたでも参加でき
ます。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H30.9.5 15:00～15:30 島根県 江津市

嘉久志町イ４０５

地場産業振興センター
２階会議室

90名 消費税軽減税率説明会 浜田税務署

当日は、１３時３０分から１４
時４５分まで、「たばこ税手持
品課税説明会」を開催し、続
けて「消費税軽減税率説明
会」を開催します。「消費税軽
減税率説明会」はどなたでも
参加できます。

浜田税務署
法人課税部門
(0855)22-0458 (直通)

H30.9.6 10:00～12:00 島根県
飯石郡
飯南町

野萱311番地6
来島基幹集落センター

50名

第１部（10:00～11:30）
たばこ税の手持品課税につ
いて
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（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

H30.9.10 15:00～15:30 島根県
邑智郡
川本町

大字川本３３２－１５

悠々ふるさと会館
大会議室

45名 消費税軽減税率説明会 浜田税務署

当日は、１３時３０分から１４
時４５分まで、「たばこ税手持
品課税説明会」を開催し、続
けて「消費税軽減税率説明
会」を開催します。「消費税軽
減税率説明会」はどなたでも
参加できます。

浜田税務署
法人課税部門
(0855)22-0458 (直通)

H30.9.11 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。また、会
場の収容人数を超えた場合
には受付を終了する場合が
あります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.11 14:00～15:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。また、会
場の収容人数を超えた場合
には受付を終了する場合が
あります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.11 15:00～15:30 島根県
邑智郡
邑南町

矢上６０００

邑南町役場
２階大会議室

60名 消費税軽減税率説明会 浜田税務署

当日は、１３時３０分から１４
時４５分まで、「たばこ税手持
品課税説明会」を開催し、続
けて「消費税軽減税率説明
会」を開催します。「消費税軽
減税率説明会」はどなたでも
参加できます。

浜田税務署
法人課税部門
(0855)22-0458 (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

H30.9.13 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。また、会
場の収容人数を超えた場合
には受付を終了する場合が
あります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.13 11:00～11:30 島根県 大田市
大田町大田1111
大田市役所
（４階大講堂）

100名 消費税軽減税率説明会
石見大田税務
署

当日は、10時から11時まで
「たばこ税手持品課税説明
会」を開催し、続けて「消
費税軽減税率説明会」を開
催します。「消費税軽減税
率説明会」はどなたでも参
加できます。

石見大田税務署調査部門
(0854-82-0986(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.13 14:00～15:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。また、会
場の収容人数を超えた場合
には受付を終了する場合が
あります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.9.21 13:30～15:00 島根県 松江市
学園南1-2-1
くにびきメッセ
３階国際会議場

300名

第１部（13:30～14:30）
税制改正説明会

第２部（14:30～15:00）
軽減税率制度等説明会

(公社)松江法
人会
松江商工会議
所

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

(公社)松江法人会
（0852-27-6404）



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

H30.9.26 10:00～11:00 島根県 出雲市
今市町70番地
出雲市役所１階
くにびきホール

100名 軽減税率制度説明会

出雲市役所、出
雲商工会議所、
平田商工会議所
（公社）出雲法
人会、出雲間税
会、出雲税務署

【要事前登録】
９月19日（水）17時までに
お電話で登録願います。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.9.26 14:00～15:00 島根県 出雲市
今市町70番地
出雲市役所１階
くにびきホール

100名 軽減税率制度説明会

出雲市役所、出
雲商工会議所、
平田商工会議所
（公社）出雲法
人会、出雲間税
会、出雲税務署

【要事前登録】
９月19日（水）17時までに
お電話で登録願います。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.10.1 10:00～11:00 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所
１階　１０１号室

50名 消費税軽減税率制度説明会 松江商工会議所

【要参加申込】
　申込締切　Ｈ30.9.28(金)
　駐車場に限りがあります
ので、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

松江商工会議所
（0852-32-0507）

H30.10.2 10:00～11:00 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所
１階　１０１号室

50名 消費税軽減税率制度説明会 松江商工会議所

【要参加申込】
　申込締切　Ｈ30.9.28(金)
　駐車場に限りがあります
ので、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

松江商工会議所
（0852-32-0507）



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

H30.10.2 15:00～16:00 島根県 出雲市
大津町1131-1
出雲商工会議所

50名 軽減税率制度説明会

出雲地区青色申
告会連合会、出
雲地区納税貯蓄
組合連合会、出
雲商工会議所、
出雲税務署

【要事前登録】
９月27日（木）17時までに
お電話で登録願います。

出雲商工会議所
0853-25-3710（直通）

H30.10.3 10:00～11:00 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所
１階　１０１号室

50名 消費税軽減税率制度説明会 松江商工会議所

【要参加申込】
　申込締切　Ｈ30.9.28(金)
　駐車場に限りがあります
ので、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

松江商工会議所
（0852-32-0507）

H30.10.4 10:00～11:00 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所
１階　１０１号室

50名 消費税軽減税率制度説明会 松江商工会議所

【要参加申込】
　申込締切　Ｈ30.9.28(金)
　駐車場に限りがあります
ので、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

松江商工会議所
（0852-32-0507）

H30.10.5 10:00～11:00 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所
１階　１０１号室

50名 消費税軽減税率制度説明会 松江商工会議所

【要参加申込】
　申込締切　Ｈ30.9.28(金)
　駐車場に限りがあります
ので、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

松江商工会議所
（0852-32-0507）

H30.10.17 16:00～16:30 島根県 大田市
温泉津町小浜イ308-6
銀の道商工会
（2Ｆ会議室）

30名 消費税軽減税率説明会
銀の道商工会
石見大田税務
署

銀の道商工会
（0855-65-1110）



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

H30.10.18 15:00～15:50 島根県
邑智郡
川本町

川本558-10
川本町商工会館２階

50名 消費税軽減税率制度説明会
川本町商工会
川本町青色申
告会

川本町商工会
（0855-72-0123）

H30.10.18 16:00～16:30 島根県 出雲市
高松町570
出雲総合卸売市場
会議室

50名 軽減税率制度説明会
出雲税務署
出雲小売酒販
組合

　当日は、13時から16時まで、
「酒類販売管理研修」が開催さ
れ、終了後、「軽減税率制度説明
会」を開催します。
　「軽減税率制度説明会」は、ど
なたでも参加できますが、場合に
よっては、開始時間が早まる可
能性がありますので、ご了承くだ
さい。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.10.23 14:00～15:00 島根県 大田市
大田市大田町大田ｲ
309-2
大田商工会議所

30名 消費税軽減税率制度説明会
大田商工会議
所

「消費税軽減税率制度説明
会」に引き続き、その他の
税制改正についても説明し
ます。

大田商工会議所
（0854-82-0765）

H30.10.24 14:00～16:00 島根県 出雲市
大社町杵築南1668-1
出雲商工会 大社本所

80名
消費税軽減税率導入対策セミ
ナー

出雲商工会商
業部会
出雲税務署

　会場の収容人数を超えた場合
には受付を終了する場合があり
ますので、ご了承ください。

出雲商工会湖陵支所
0853-43-1344



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

H30.10.26 14:00～15:00 島根県 出雲市
塩冶善行町13番地3
出雲地方合同庁舎
１階　共用会議室

50名 軽減税率制度説明会 出雲税務署

　駐車場につきましては、混雑が
予想されますので、できるだけ車
でのご来場はご遠慮ください。
　また、会場の収容人数を超えた
場合には受付を終了する場合が
あります。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.10.29 14:00～15:00 島根県 浜田市
金城町下来原1409-2
石央商工会本所
２階研修室

30名
消費税軽減税率制度等説明
会

石央商工会
石央青色申告
会

石央商工会国府支所
（0855-28-0109）

H30.10.30 16:15～16:45 島根県 江津市
嘉久志町2306-4
江津商工会議所

20名 軽減税率制度説明会
江津商工会議
所
桜江町商工会

江津商工会議所
（0855-52-2268）

H30.11.2 14:00～15:30 島根県 雲南市
三刀屋町三刀屋274-10
雲南市商工会
研修室（２階）

40名 消費税軽減税率制度説明会
雲南市商工会
大東税務署

商工会会員以外の方で出
席を希望される方は、雲南
市商工会経営支援課へお
問い合わせください。

雲南市商工会
経営支援課
（0854-45-2405）



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

H30.11.2 14:30～15:00 島根県 浜田市

黒川町3741
ＪＡしまね
いわみ中央地区本部
２階ふれあいホール

50名
消費税軽減税率制度等説明
会

いわみ中央農
業青色申告会

いわみ中央農業青色申告会
（0855-22-8812）

H30.11.6 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。また、会場
の収容人数を超えた場合に
は受付を終了する場合があ
ります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.11.6 14:00～15:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。また、会場
の収容人数を超えた場合に
は受付を終了する場合があ
ります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.11.7 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。また、会場
の収容人数を超えた場合に
は受付を終了する場合があ
ります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(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

H30.11.7 13:30～14:30 島根県
邑智郡
美郷町

粕渕４００－７
美郷町商工会
２階大会議室

30名
消費税軽減税率制度等説明
会

美郷町青色申
告会

美郷町青色申告会
（0855-75-0805）

H30.11.7 14:00～15:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎
３階会議室

50名 軽減税率制度等説明会 松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。また、会場
の収容人数を超えた場合に
は受付を終了する場合があ
ります。

松江税務署
法人課税第一部門
（0852-78-0349(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.11.7 16:00～16:30 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

西町吉田の二2
隠岐島文化会館

15名 軽減税率制度説明会
西郷税務署
隠岐小売酒販
組合

当日は、13時30分から16
時まで、「酒類販売管理
研修」が開催され、終了
後「軽減税率制度説明
会」を開催します。
　「軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加で
きますが、場合によって
は、開始時間が前後する
場合がありますので、ご
了承ください。

西郷税務署
調査部門
（08512-2-0378（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

H30.11.8 15:00～15:30 島根県 安来市
安来町792-2
安来小売酒販組合

20名 軽減税率制度説明会
松江税務署
安来小売酒販
組合

　当日は、13時30分から15
時まで、「酒類販売管理研
修」が開催され、終了後
「軽減税率制度説明会」を
開催します。
　「軽減税率制度説明会」
はどなたでも参加できます
が、場合によっては、開始
時間が前後する場合があり
ますので、ご了承くださ
い。
　説明会場には駐車場はご
ざいませんので、車でのご
来場はご遠慮ください。

松江税務署
酒類指導官
（0852-78-0354（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H30.11.13 13:00～13:30 島根県 益田市
元町11-26
益田市立市民学習セン
ター

120名 軽減税率制度説明会
益田税務署
益田小売酒販
組合

　駐車場につきまして
は、混雑が予想されます
ので、できるだけ車での
ご来場はご遠慮くださ
い。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.14 10:00～11:30 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

西町吉田の二２
隠岐島文化会館
大ホール

600名

年末調整説明会
（10:00～11:00）
消費税軽減税率制度説明会
（11:00～11:30）

西郷税務署

当日は、10時から11時ま
で、「年末調整説明会」を
開催し、続けて「消費税軽
減税率制度説明会」を開催
します。「消費税軽減税率
制度説明会」はどなたでも
参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(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

H30.11.14 13:00～13:30 島根県 鹿足郡
津和野町枕瀬464-2
滝元枕瀬公民館

50名 軽減税率制度説明会
益田税務署
益田小売酒販
組合

　駐車場に限りがござい
ますので、できるだけ車
でのご来場はご遠慮くだ
さい。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636（ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ））

H30.11.14 13:00～14:00 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

西町吉田の二２
隠岐島文化会館
2階集会室

30名

個人事業者決算説明会
（13:00～13:30）
消費税軽減税率制度説明会
（13:30～14:00）

西郷税務署

当日は、13時から13時30分
まで、「個人事業者決算説
明会」を開催し、続けて
「消費税軽減税率制度説明
会」を開催します。「消費
税軽減税率制度説明会」は
どなたでも参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.14 13:30～16:00 島根県 江津市
嘉久志町イ４０５
地場産業振興センター
３階大会議室

200名

第１部（13:30～15:30）
年末調整説明会

第２部（15:30～16:00）
軽減税率制度等説明会

浜田税務署
浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.14 14:00～15:00 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

西町吉田の二２
隠岐島文化会館
2階集会室

30名

消費税軽減税率制度説明会
（14:00～14:30）
消費税説明会
（14:30～15:00）

西郷税務署
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(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

H30.11.15 14:00～16:30 島根県 浜田市
黒川町４１７５
石央文化ホール
大ホール

400名

第１部（14:00～16:00）
年末調整説明会

第２部（16:00～16:30）
軽減税率制度等説明会

浜田税務署
説明会場には駐車場はござ
いませんので、車でのご来
場はご遠慮ください。

浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.15 15:00～15:30 島根県 大田市
大田町大田ﾛ1329-9
サンレディー大田
ふれあいホール

546名 消費税軽減税率説明会
石見大田税務
署

当日は、13時30分から15時
まで「年末調整説明会」を
開催し、続けて「消費税軽
減税率説明会」を開催しま
す。「消費税軽減税率説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

石見大田税務署調査部門
(0854-82-0986(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.15 16:00～16:30 島根県 出雲市
高松町570
出雲総合卸売市場
会議室

50名 軽減税率制度説明会
出雲税務署
出雲小売酒販
組合

　当日は、13時から16時まで、
「酒類販売管理研修」が開催さ
れ、終了後、「軽減税率制度説明
会」を開催します。
　「軽減税率制度説明会」は、ど
なたでも参加できますが、場合に
よっては、開始時間が早まる可
能性がありますので、ご了承くだ
さい。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.16 9:30～12:00 島根県 益田市

有明町5番15号
島根県芸術文化セン
ター　「グラントワ」小
ホール

400名

第一部(9:30～11:30)
年末調整説明会

第二部(11:30～12:00)
軽減税率制度説明会

益田税務署

駐車場につきましては、
混雑が予想されますの
で、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636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

H30.11.16 13:30～16:00 島根県 益田市

有明町5番15号
島根県芸術文化セン
ター　「グラントワ」小
ホール

400名

第一部(13:30～15:30)
年末調整説明会
　
第二部(15:30～16:00)
軽減税率制度説明会

益田税務署

駐車場につきましては、
混雑が予想されますの
で、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H30.11.16 16:00～17:00 島根県 浜田市
真光町８８－１
ジョイプラザ

50名
消費税軽減税率制度等説明
会

浜田商工会議
所

浜田商工会議所
経営指導課
（0855-22-3025）

H30.11.19 13:30～15:45 島根県 雲南市
加茂町宇治303番地
雲南市加茂文化ホール
「ラメール」大ホール

700名

第１部（13:30～15:15）
年末調整について
第２部（15:15～15:45）
消費税の軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362(直通)）

H30.11.19 13:30～16:00 島根県
邑智郡
川本町

大字川本３３２番地１５
悠邑ふるさと会館
大ホール

200名

第１部（13:30～15:30）
年末調整説明会

第２部（15:30～16:00）
軽減税率制度等説明会

浜田税務署
浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(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

H30.11.20 9:30～12:00 島根県 出雲市
西新町2丁目
2456番地4
朱鷺会館

200名

第1部(9:30～11:30)
年末調整説明会

第2部(11:30～12:00)
軽減税率制度説明会

出雲税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.20 13:00～14:30 島根県
隠岐郡
知夫村

1065
知夫村役場２階
いきいきセンター

20名

年末調整説明会
（13:00～14:00）
消費税軽減税率制度説明会
（14:00～14:30）

西郷税務署

当日は、13時から14時ま
で、「年末調整説明会」を
開催し、続けて「消費税軽
減税率制度説明会」を開催
します。「消費税軽減税率
制度説明会」はどなたでも
参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.20 13:30～16:00 島根県 出雲市
西新町2丁目
2456番地4
朱鷺会館

200名

第1部(13:30～15:30)
年末調整説明会

第2部(15:30～16:00)
軽減税率制度説明会

出雲税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.20 14:30～15:30 島根県
隠岐郡
知夫村

1065
知夫村役場２階
いきいきセンター

　20名

個人事業者決算説明会
（14:30～15:00）
消費税軽減税率制度説明会
（15:00～15:30）

西郷税務署

当日は、14時30分から15時
まで、「個人事業者決算説
明会」を開催し、続けて
「消費税軽減税率制度説明
会」を開催します。「消費
税軽減税率制度説明会」は
どなたでも参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(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

H30.11.20 15:30～16:30 島根県
隠岐郡
知夫村

1065
知夫村役場２階
いきいきセンター

　20名

消費税軽減税率制度説明会
（15:30～16:00）
消費税説明会
（16:00～16:30）

西郷税務署
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 9:00～10:30 島根県
隠岐郡
海士町

大字海士1490
隠岐開発総合センター
１階研修室

　30名

年末調整説明会
（9:00～10:00）
消費税軽減税率制度説明会
（10:00～10:30）

西郷税務署

当日は、9時から10時ま
で、「年末調整説明会」を
開催し、続けて「消費税軽
減税率制度説明会」を開催
します。「消費税軽減税率
制度説明会」はどなたでも
参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 9:30～12:00 島根県 出雲市
西新町2丁目
2456番地4
朱鷺会館

200名

第1部(9:30～11:30)
年末調整説明会

第2部(11:30～12:00)
軽減税率制度説明会

出雲税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.21 10:00～11:40 島根県 安来市

今津町532-3
安来市学習訓練セン
ター
２階視聴覚教室

130名

第１部（10:00～11:10）
年末調整説明会

第２部（11:10～11:40）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(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

H30.11.21 10:30～11:30 島根県
隠岐郡
海士町

大字海士1490
隠岐開発総合センター
１階研修室

30名

個人事業者決算説明会
（10:30～11:00）
消費税軽減税率制度説明会
（11:00～11:30）

西郷税務署

当日は、10時30分から11時
まで、「個人事業者決算説
明会」を開催し、続けて
「消費税軽減税率制度説明
会」を開催します。「消費
税軽減税率制度説明会」は
どなたでも参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 11:30～12:30 島根県
隠岐郡
海士町

大字海士1490
隠岐開発総合センター
１階研修室

30名

消費税軽減税率制度説明会
（11:30～12:00）
消費税説明会
（12:00～12:30）

西郷税務署
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 13:00～14:30 島根県
隠岐郡

西ノ島町

大字浦郷544-38
西ノ島町中央公民館
（ノア）

30名

年末調整説明会
（13:00～14:00）
消費税軽減税率制度説明会
（14:00～14:30）

西郷税務署

当日は、13時から14時ま
で、「年末調整説明会」を
開催し、続けて「消費税軽
減税率制度説明会」を開催
します。「消費税軽減税率
制度説明会」はどなたでも
参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 13:20～15:00 島根県 安来市

今津町532-3
安来市学習訓練セン
ター
２階視聴覚教室

130名

第１部（13:20～14:30）
年末調整説明会

第２部（14:30～15:00）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(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

H30.11.21 13:30～16:00 島根県 出雲市
西新町2丁目
2456番地4
朱鷺会館

200名

第1部(13:30～15:30)
年末調整説明会

第2部(15:30～16:00)
軽減税率制度説明会

出雲税務署

　駐車場につきましては、
混雑が予想されますので、
できるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.21 14:00～15:30 島根県 大田市
大田町大田ﾛ1111
大田市役所
（４階大講堂）

100名 消費税軽減税率説明会

ＪＡ石見銀山
青色申告友の
会、大田市農
業再生協議会
担い手部会

当日は、主に農業所得があ
る方に向けた説明を行いま
すが、農業所得がない自営
業者の方でも参加できま
す。

大田市役所　大田市農業担
い手支援センター
（0854-83-8091）

H30.11.21 14:30～15:30 島根県
隠岐郡

西ノ島町

大字浦郷544-38
西ノ島町中央公民館
（ノア）

30名

個人事業者決算説明会
（14:30～15:00）
消費税軽減税率制度説明会
（15:00～15:30）

西郷税務署

当日は、14時30分から15時
まで、「個人事業者決算説
明会」を開催し、続けて
「消費税軽減税率制度説明
会」を開催します。「消費
税軽減税率制度説明会」は
どなたでも参加できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(直通)

H30.11.21 15:30～16:30 島根県
隠岐郡

西ノ島町

大字浦郷544-38
西ノ島町中央公民館
（ノア）

20名

消費税軽減税率制度説明会
（15:30～16:00）
消費税説明会
（16:00～16:30）

西郷税務署
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378(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

H30.11.22 10:00～11:00 島根県 益田市
元町12番11号
益田税務署
１階会議室

20名 軽減税率制度説明会 益田税務署

駐車場につきましては、
混雑が予想されますの
で、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。
また、会場の収容人数を
超えた場合には受付を終
了する場合があります。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H30.11.22 10:00～11:40 島根県 松江市
学園南1-2-1
くにびきメッセ１階
多目的ホール

360名

第１部（10:00～11:10）
年末調整説明会

第２部（11:10～11:40）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(ﾀﾞｲﾔﾙｲ
ﾝ)）

H30.11.22 13:00～14:40 島根県 松江市
学園南1-2-1
くにびきメッセ１階
多目的ホール

360名

第１部（13:00～14:10）
年末調整説明会

第２部（14:10～14:40）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(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

H30.11.22 14:00～15:00 島根県 益田市
元町12番11号
益田税務署
１階会議室

20名 軽減税率制度説明会 益田税務署

　駐車場につきまして
は、混雑が予想されます
ので、できるだけ車での
ご来場はご遠慮くださ
い。また、会場の収容人
数を超えた場合には受付
を終了する場合がありま
す。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H30.11.22 14:00～15:30 島根県
隠岐郡

隠岐の島
町

城北町１
隠岐の島町ふれあい
センター２階会議室

100名 消費税軽減税率制度説明会

隠岐の島町商
工会
隠岐島間税会
（公社）隠岐法
人会
隠岐青色申告
会
隠岐島納税貯
蓄組合連合会
西郷税務署

「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378（直通）

H30.11.22 15:10～16:50 島根県 松江市
学園南1-2-1
くにびきメッセ１階
多目的ホール

360名

第１部（15:10～16:20）
年末調整説明会

第２部（16:20～16:50）
軽減税率制度等説明会

松江税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご
遠慮ください。

松江税務署
法人課税第四部門
（0852-78-0352(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

H30.11.26 13:30～15:15 島根県 出雲市
平田町2280-1
平田商工会議所
２階　大会議室

40名
消費税軽減税率制度、税制
改正セミナー

平田商工会議
所、平田中小
企業相談所

【要事前登録】
11月20日（火）17時までに
お電話で登録願います。

平田商工会議所
経営支援課(担当:高橋)
TEL 0853-63-3211
FAX 0853-63-3346

H30.11.27 13:30～15:30 島根県 大田市
大田市大田町大田ｲ
309-2
大田商工会議所

30名
消費税軽減税率制度説明
会、消費税軽減税率対策窓
口相談等事業セミナー

大田商工会議
所

大田商工会議所
（0854-82-0765）

H30.11.27 14:00～15:00 島根県 出雲市
塩冶善行町13番地3
出雲地方合同庁舎
１階　共用会議室

50名 軽減税率制度説明会 出雲税務署

駐車場につきましては、混
雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場は
ご遠慮ください。
　また、会場の収容人数を
超えた場合には受付を終
了する場合があります。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.11.28 15:45～16:15 島根県 江津市
嘉久志町2306-4
江津商工会議所

20名 軽減税率制度説明会
江津商工会議
所
桜江町商工会

江津商工会議所
（0855-52-2268）



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

H30.11.29 13:30～15:00 島根県
邑智郡
邑南町

下田所２８２－１
田所公民館

50名
消費税軽減税率制度等説明
会

邑南町青色申
告会

邑南町青色申告会
（0855-87-0055）

H30.11.29 13:30～15:00 島根県 大田市
久手町波根西1748
久手まちづくりセン
ター

40名

第１部（13:30～14:15）
青色申告決算説明会
第２部（14:15～15:00）
消費税軽減税率説明会

大田市東部青
色申告会

「青色申告決算説明会」
は個人事業者を対象とし
た説明会です。
「消費税軽減税率説明
会」は個人・法人の区別
なくどなたでも参加でき
ます。

大田商工会議所内事務局
（0854-82-0765）

H30.11.30 14:00～15:00 島根県 出雲市
塩冶善行町13番地3
出雲地方合同庁舎
１階　共用会議室

30名
ほうじん税ミナール
「軽減税率制度のポイント
～導入対策」

（公社）
出雲法人会

　駐車場につきましては、混雑が
予想されますので、できるだけ車
でのご来場はご遠慮ください。
　また、会場の収容人数を超えた
場合には受付を終了する場合が
あります。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.12.3 10:00～11:30 島根県 大田市
温泉津町小浜ｲ308-6
銀の道商工会　本所

40名

第１部（10:00～10:45）
青色申告決算説明会
第２部（10:45～11:30）
消費税軽減税率説明会

温泉津町青色
申告会

「青色申告決算説明会」
は個人事業者を対象とし
た説明会です。
「消費税軽減税率説明
会」は個人・法人の区別
なくどなたでも参加でき
ます。

銀の道商工会　本所
（050-3784-0955）



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

H30.12.3 10:00～12:00 島根県
飯石郡
飯南町

下赤名877-1
飯南町商工会本所

20名

第１部（10:00～11:30）
個人事業者の決算説明会
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.12.3 14:00～15:30 島根県 大田市
仁摩町仁万837-1
銀の道商工会　経営支
援センター

40名

第１部（14:00～14:45）
青色申告決算説明会
第２部（14:45～15:30）
消費税軽減税率説明会

仁摩町青色申
告会

「青色申告決算説明会」は
個人事業者を対象とした説
明会です。
「消費税軽減税率説明会」
は個人・法人の区別なくど
なたでも参加できます。

銀の道商工会
経営支援センター
（050-3536-6599）

H30.12.4 10:00～11:30 島根県 大田市
大田町静間2075
ＪＦしまね　大田支所

40名

第１部（10:00～10:45）
青色申告決算説明会
第２部（10:45～11:30）
消費税軽減税率説明会

大田市漁業青
色申告会

「青色申告決算説明会」は
個人事業者を対象とした説
明会です。
「消費税軽減税率説明会」
は個人・法人の区別なくど
なたでも参加できます。

大田商工会議所内事務局
（0854-82-0765）



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

H30.12.7 10:30～12:00 島根県
隠岐郡
海士町

大字海士1480
隠岐開発総合センター
1階

30名 消費税軽減税率制度説明会

隠岐國商工会
隠岐島間税会
（公社）隠岐法
人会
隠岐青色申告
会
隠岐島納税貯
蓄組合連合会
西郷税務署

「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378（直通）

H30.12.7 13:30～15:00 島根県 大田市
大田町大田イ309-2
大田商工会議所

40名

第１部（13:30～14:15）
青色申告決算説明会
第２部（14:15～15:00）
消費税軽減税率説明会

大田市青色申
告会

「青色申告決算説明会」は
個人事業者を対象とした説
明会です。
「消費税軽減税率説明会」
は個人・法人の区別なくど
なたでも参加できます。

大田商工会議所内事務局
（0854-82-0765）

H30.12.7 14:00～15:30 島根県
隠岐郡

西ノ島町

大字浦郷544-38
西ノ島町中央公民館
（ノア）２階会議室

30名 消費税軽減税率制度説明会

西ノ島町商工会
隠岐島間税会
（公社）隠岐法
人会
隠岐青色申告
会
隠岐島納税貯
蓄組合連合会
西郷税務署

「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

西郷税務署
調査部門
(08512)-2-0378（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

H30.12.10 10:00～12:00 島根県
仁多郡

奥出雲町

横田992-2
奥出雲町商工会　横田
経営支援センター

30名

第１部（10:00～11:30）
個人事業者の決算説明会
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.12.10 13:30～14:30 島根県 浜田市
殿町１２４－２
浜田商工会議所
３階大ホール

30名 消費税軽減税率制度等説明会
浜田青色申告
会

浜田商工会議所
（0855-22-3025）

H30.12.10 13:30～16:00 島根県
仁多郡

奥出雲町

横田992-2
奥出雲町商工会　横田
経営支援センター

30名

第１部（13:30～15:30）
個人事業者の決算説明会
第２部（15:30～16:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.12.11 11:30～12:00 島根県 浜田市
片庭町２５４
浜田合同庁舎５階中会
議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 浜田税務署

当日は、10時から11時30
分まで「個人事業者決算
説明会」を開催し、続け
て「消費税軽減税率制度
説明会」を開催します。
「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

浜田税務署
個人課税第一部門
（0855-22-0414(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

H30.12.11 15:00～15:30 島根県 浜田市
片庭町２５４
浜田合同庁舎５階中会
議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 浜田税務署

当日は、13時30分から15
時まで「個人事業者決算
説明会」を開催し、続け
て「消費税軽減税率制度
説明会」を開催します。
「消費税軽減税率制度説
明会」はどなたでも参加
できます。

浜田税務署
個人課税第一部門
（0855-22-0414(直通)）

H30.12.12 10:00～12:00 島根県
雲南市

三刀屋町

三刀屋274-10
雲南市商工会
研修室（２階）

30名

第１部（10:00～11:30）
個人事業者の決算説明会
第２部（11:30～12:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.12.12 11:30～12:00 島根県 浜田市
片庭町２５４
浜田合同庁舎５階中会
議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 浜田税務署

当日は、10時から11時30
分まで「個人事業者消費
税等説明会」を開催し、
続けて「消費税軽減税率
制度説明会」を開催しま
す。「消費税軽減税率制
度説明会」はどなたでも
参加できます。

浜田税務署
個人課税第一部門
（0855-22-0414(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

H30.12.12 13:30～16:00 島根県
雲南市

三刀屋町

三刀屋274-10
雲南市商工会
研修室（２階）

30名

第１部（13:30～15:30）
個人事業者の決算説明会
第２部（15:30～16:00）
消費税軽減税率制度につい
て

大東税務署
大東税務署
調査第一部門
（0854-43-2362（直通））

H30.12.14 14:00～15:00 島根県 出雲市
塩冶善行町13番地3
出雲地方合同庁舎
１階　共用会議室

50名 軽減税率制度説明会 出雲税務署

駐車場につきましては、
混雑が予想されますの
で、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。
また、会場の収容人数を
超えた場合には受付を終
了する場合があります。

出雲税務署
法人課税第一部門
0853-21-0508（直通）

H30.12.20 10:00～11:00 島根県 益田市
元町12番11号
益田税務署
１階会議室

20名 軽減税率制度説明会 益田税務署

　駐車場につきまして
は、混雑が予想されます
ので、できるだけ車での
ご来場はご遠慮くださ
い。また、会場の収容人
数を超えた場合には受付
を終了する場合がありま
す。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636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

H30.12.20 14:00～15:00 島根県 益田市
元町12番11号
益田税務署
１階会議室

20名 軽減税率制度説明会 益田税務署

駐車場につきましては、
混雑が予想されますの
で、できるだけ車でのご
来場はご遠慮ください。
また、会場の収容人数を
超えた場合には受付を終
了する場合があります。

益田税務署
法人課税部門
（0856-22-0636ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）


