
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

H30.8.24 13:30～14:00 山口県 防府市
八王子2-8-9
防府商工会議所
４階研修室

40名
消費税軽減税率対策窓口
相談事業(講習会)

防府商工会議
所

防府商工会議所
(0835-22-4352)

H30.8.29 11:00～12:00 山口県 長門市
東深川1326-6
長門市中央公民館
大講堂

400名 軽減税率制度説明会 長門税務署

説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

長門税務署
調査部門
(0837-22-2457(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.8.29 13:30～14:30 山口県 長門市
東深川1326-6
長門市中央公民館
大講堂

400名 軽減税率制度説明会 長門税務署

説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

長門税務署
調査部門
(0837-22-2457(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.3 15:00～15:30 山口県
山陽小野

田市

大字郡1754番地
不二輸送機ホール
(山陽小野田市文化会
館)

150名 軽減税率制度説明会 厚狭税務署

当日は、同一会場で13時30
分から15時まで「たばこ税
の手持品課税に係る説明
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。

厚狭税務署
調査第一部門
(0836-72-0162(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

○　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

H30.9.4 13:00～15:00 山口県
大島郡

周防大島
町

大字久賀5066-5
山口県大島防災セン
ター
多目的ホール

220名

第１部(13:00～14:30)
たばこ税手持品課税説明
会

第２部(14:30～15:00)
軽減税率制度等説明会

山口県
柳井市
柳井税務署
柳井法人会

第１部「たばこ税手持品課
税説明会」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。

柳井税務署
調査部門
(0820-22-0277(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。

H30.9.4 15:00～15:30 山口県 美祢市
大嶺町東分326-1
美祢市民会館

100名 軽減税率制度説明会 厚狭税務署

当日は、同一会場で13時30
分から15時まで「たばこ税
の手持品課税に係る説明
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。

厚狭税務署
調査第一部門
(0836-72-0162(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.5 10:30～11:00 山口県 宇部市
木田521-2
ＪＡ山口宇部厚東川支
店(会議室)

20名
消費税軽減税率制度説明会
(10:30～11:00)

二俣瀬地区
農業青色申告
会

「要事前登録」
宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.9.5 13:30～15:30 山口県 宇部市
朝日町８番１号
(宇部市文化会館文化
ホール)

500名

第１部(13:30～15:00)
たばこ税手持品課税説明会

第２部(15:00～15:30)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署
山口県宇部県
税事務所
宇部市役所

第１部「たばこ税手持品課
税説明会」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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)
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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

H30.9.6 13:00～15:00 山口県 柳井市
柳井3718
柳井市文化福祉会館
２Ｆ大会議室

150名

第１部(13:00～14:30)
たばこ税手持品課税説明会

第２部(14:30～15:00)
軽減税率制度等説明会

山口県
柳井市
柳井税務署
柳井法人会

第１部「たばこ税手持品課税
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。

柳井税務署
調査部門
(0820-22-0277(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。

H30.9.6 15:00～15:30 山口県 防府市
緑町１－９－２
防府市文化福祉会館
３階大会議室

80名 消費税軽減税率説明会

防府税務署
山口県税事務
所
防府市役所

「たばこ税の手持品課税等の説
明会」の後に引き続き「消費税
軽減税率説明会」(どなたでも
参加できます。)を開催しま
す。
 駐車場はありますが、他の行
事等により駐車できない場合も
あります。

防府税務署法人課税部門
(0835-22-1400)

H30.9.7 15:00～15:30 山口県 防府市
緑町１－９－２
防府市文化福祉会館
３階大会議室

80名 消費税軽減税率説明会

防府税務署
山口県税事務
所
防府市役所

「たばこ税の手持品課税等の説
明会」の後に引き続き「消費税
軽減税率説明会」(どなたでも
参加できます。)を開催しま
す。
 駐車場はありますが、他の行
事等により駐車できない場合も
あります。

防府税務署法人課税部門
(0835-22-1400)

H30.9.10 14:00～16:00 山口県
山陽小野

田市
中央2-3-1
小野田商工会議所

100名 軽減税率制度説明会
厚狭税務署
小野田商工会
議所

【要事前登録】
8月31日(金)17時までに
お電話で登録願います。

公益財団法人厚狭法人会
事務局
(0836-73-2270)
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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

H30.9.10 16:30～17:00 山口県 宇部市
常盤町一丁目８番22号
宇部税務署(会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会
(16:30～17:00)

宇部税務署
宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.9.11 10:00～12:00 山口県 周南市
毛利町二丁目38番
周南総合庁舎２階
さくらホール

250名

第１部(10:00～11:30)
たばこ税手持品課税説明会

第２部(11:30～12:00)
軽減税率制度等説明会

徳山税務署
周南県税事務
所
周南市役所

第１部に引き続き、第２部
を開催します。
いずれかのみの出席も可能
です。

徳山税務署
法人課税第１部門
(0834-51-1124(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.11 11:00～12:00 山口県 長門市
東深川1326-6
長門市中央公民館
大講堂

400名 軽減税率制度説明会 長門税務署

説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

長門税務署
調査部門
(0837-22-2457(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.11 11:30～12:00 山口県 岩国市
麻里布町7丁目1－2
岩国市福祉会館(２階
小ホール)

150名 消費税軽減税率説明会

岩国税務署
山口県
岩国市
和木町

「たばこ税手持品課税説明
会」の後に引き続き「消費
税の軽減税率説明会」(どな
たでも参加できます。)を開
催します。
説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

岩国税務署
法人課税第一部門
(0827-22-0977(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

H30.9.11 13:00～13:30 山口県 周南市

周南市熊毛中央町１番
１号
ゆめプラザ熊毛東館
(旧熊毛公民館)
２階第二会議室

20名 軽減税率制度説明会
熊毛町商工会
徳山税務署

「軽減税率制度説明会」終
了後、「経営計画策定支援
セミナー」を開催します。

熊毛町商工会
(0833-91-0007)

H30.9.11 14:00～16:00 山口県
山陽小野

田市
大字鴨庄101-29
山陽商工会議所

80名 軽減税率制度説明会
厚狭税務署
山陽商工会議
所

【要事前登録】
8月31日(金)17時までに
お電話で登録願います。

公益財団法人厚狭法人会
事務局
(0836-73-2270)

H30.9.11 14:30～15:00 山口県 岩国市
麻里布町7丁目1－2
岩国市福祉会館(２階
小ホール)

150名 消費税軽減税率説明会

岩国税務署
山口県
岩国市
和木町

「たばこ税手持品課税説明
会」の後に引き続き「消費
税の軽減税率説明会」(どな
たでも参加できます。)を開
催します。
説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

岩国税務署
法人課税第一部門
(0827-22-0977(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.11 14:30～16:00 山口県 宇部市
恩田町四丁目１番４号
ユーピーアールスタジ
アム(会議室)

200名
軽減税率制度説明会
(14:30～16:00)

公益社団法人宇
部法人会
山口県宇部県税
事務所
宇部市役所
宇部間税会
宇部青色申告会

「要事前登録」
公益社団法人宇部法人会
(0836-33-8610)
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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

H30.9.12 10:30～11:30 山口県 山口市
維新公園4丁目1番1号
山口県スポーツ文化セ
ンター内　視聴覚室

150名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用ください。

山口税務署
(083-966-1051)

H30.9.12 13:30～15:30 山口県 萩市
大字江向495-4
萩市民館　小ホール

100名

13:30～15:00
たばこ税手持品課税説明会
15:00～15:30
軽減税率制度説明会

萩税務署
萩県税事務所
萩市役所
阿武町役場
公益社団法人
萩法人会

「軽減税率制度説明会」の
みの出席も可能です。

萩税務署
調査部門
(0838-22-1273(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.12 13:30～15:30 山口県 下関市
竹崎町４丁目5番1号
下関市民会館

400名

(13:30～15:00)
たばこ税手持品課税説明会

(15:00～15:30)
軽減税率制度説明会

下関税務署

「たばこ税手持品課税説明会」の後に
引き続き「軽減税率制度説明会」(どな
たでも参加できます。)を開催します。
説明会場には駐車場はございませ
ん。ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

下関税務署
法人課税第１部門
((ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)083-265-2044)

H30.9.12 14.30～15:30 山口県 山口市
維新公園4丁目1番1号
山口県スポーツ文化セ
ンター内　視聴覚室

150名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用ください。

山口税務署
(083-966-1051)



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 10:00～12:00 山口県 下松市

大手町二丁目３番１号
下松市中央公民館
ほしらんどくだまつ
サルビアホールＡ

100名

第１部(10:00～11:30)
たばこ税手持品課税説明会

第２部(11:30～12:00)
軽減税率制度等説明会

徳山税務署
周南県税事務
所
下松市役所

第１部に引き続き、第２部
を開催します。
いずれかのみの出席も可能
です。

徳山税務署
法人課税第１部門
(0834-51-1124(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.9.13 10:30～11:30 山口県 山口市
維新公園4丁目1番1号
山口県スポーツ文化セ
ンター内　視聴覚室

150名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、
公共交通機関をご利用くだ
さい。

山口税務署
(083-966-1051)

H30.9.13 14:00～16:00 山口県 美祢市
大嶺町東分326-1
美祢市民会館

100名 軽減税率制度説明会
厚狭税務署
美祢市商工会

【要事前登録】
8月31日(金)17時までに
お電話で登録願います。

公益財団法人厚狭法人会
事務局
(0836-73-2270)

H30.9.13 14.30～15:30 山口県 山口市
維新公園4丁目1番1号
山口県スポーツ文化セ
ンター内　視聴覚室

150名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、
公共交通機関をご利用くだ
さい。

山口税務署
(083-966-1051)



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

H30.9.19 14:30～15:30 山口県 岩国市
今津町１丁目18-1
岩国商工会館４階

120名 消費税軽減税率説明会

一般社団法人岩
国法人会
岩国納税貯蓄組
合連合会
岩国青色申告会
岩国間税会
岩国税務署

【要事前登録】
９月12日(水)17時までにお
電話で登録願います。
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。
説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

一般社団法人岩国法人会
(0827-21-4274)

H30.9.21 18:00～18:30 山口県 周南市
大字鹿野上2976
鹿野町商工会

20名 軽減税率制度等説明会
鹿野町商工会
徳山税務署

鹿野町商工会
(0834-68-2259)

H30.10.4 13:30～15:15 山口県 柳井市
中央2-15-1
柳井市商工会館

50名 軽減税率制度等説明会
柳井商工会議所
柳井法人会
柳井税務署

【要事前登録】
原則9月30日(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。
なお、登録のない方の当日参
加も可能です。

柳井商工会議所
(0820-22-3731)

H30.10.11 14:00～16:00 山口県 萩市
川上4462-15
萩・阿西商工会議所

20名 軽減税率制度説明会
萩・阿西商工
会【共催】
萩税務署

萩・阿西商工会
(0838)54-5500



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

H30.10.12 16:30～17:00 山口県 山口市
湯田温泉5-5-22
サンフレッシュ山口

50名

第一部(13:30～16:30)
酒類販売管理研修

第二部(16:30～17:00)
軽減税率制度説明会

山口県小売酒
販組合連合会
山口税務署

第一部「酒類販売管理研修」
に引き続き、「軽減税率制度説
明会」を開催します。
参加希望の方は10月５日(金)
までに右記連絡先あて事前登
録をお願いします。

山口税務署
酒類指導官
(083)966-1053【直通】

H30.10.16 14:00～16:00 山口県 周南市
大字須々万本郷575-1
都濃商工会2階会議室

30名

第一部(14:00～15:00)
軽減税率制度等説明会

第二部(15:00～16:00)働
き方改革説明会

都濃商工会
徳山税務署
徳山労働基準
監督署

　第１部に引き続き、第２
部を開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。

都濃商工会
(0834-88-0010)

H30.10.23 11:30～12:00 山口県 防府市

八王子2-8-9
防府商工会議所
4階研修室

60名
軽減税率制度等説明会

防府税務署
(共催)
商工会議所
青色申告会

　当日は、同一会場で10時
から11時半まで「消費税説
明会」を開催いたします
が、「軽減税率制度等説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

防府税務署
個人課税部門
【0835-22-1400(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。

H30.10.23 13:30～15:00 山口県 柳井市
柳井3718-16
アクティブやない

25名

第１部(13:30～14:30)
年末調整説明会

第２部(14:30～15:00)
軽減税率制度等説明会

柳井法人会

第１部「年末調整説明会」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。

柳井法人会
(0820-24-1622)



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

H30.10.24 13:30～15:00 山口県
大島郡

周防大島
町

大字小松138-1
大島文化センター

25名

第１部(13:30～14:30)
年末調整説明会

第２部(14:30～15:00)
軽減税率制度等説明会

柳井法人会

第１部「年末調整説明会」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。

柳井法人会
(0820-24-1622)

H30.10.26 13:30～16:30 山口県 周南市 宮の前2丁目6番13号 50名

第一部(13:30～16:00)
消費税軽減税率の概要と
注意点

第二部(16:00～16:30)
改正消費税について

新南陽商工会
議所

　第１部に続いて第２部を
開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。

新南陽商工会議所
(0834-63-3315)

H30.10.26 15:00～17:00 山口県 山口市
徳地堀1817番地
徳地商工会館3Ｆ大会
議室

30名
消費税軽減税率対策セミ
ナー

徳地商工会
山口税務署

【要事前登録】
10月16日(火)17時までにお
電話で登録願います。

徳地商工会
(0835-52-0026)

H30.11.5 10:00～12:00 山口県 萩市
唐樋町3番7号
萩税務署(会議室)

45名

第1部(10:00～11:30)
記帳説明会
(白色申告事業者)
第2部(11::30～12:00)
消費税軽減税率制度説明
会

萩税務署

第１部「記帳説明会」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。
いずれかの出席も可能です。参加
希望の方は10月31日までに事前
登録をお願いします。

萩税務署
調査部門
(0838)22-0902(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

H30.11.5 13:30～15:30 山口県 萩市
唐樋町3番7号
萩税務署(会議室)

45名

第1部(13:30～15:00)
記帳説明会
(白色申告不動産所得者)
第2部(15::00～15:30)
消費税軽減税率制度説明
会

萩税務署

第１部「記帳説明会」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。
いずれかの出席も可能です。参加
希望の方は10月31日までに事前
登録をお願いします。

萩税務署
調査部門
(0838)22-0902(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

H30.11.6 10:00～12:00 山口県 宇部市
常盤町1丁目8-22
宇部税務署(会議室)

50名

第１部(10:00～11:30)
消費税説明会

第２部(11:30～12:00)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署

第１部「消費税説明会」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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.11.8 14:30～15:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

公益社団法人
防府法人会
【共催】
防府間税会

公益社団法人
防府法人会事務局
(0835-22-4355)

H30.11.8 18:30～19:30 山口県 宇部市

神原町1-7-45
宇部マテ“フレッセラ”
テニスコート会議室(２
階)

50名

(18時30分～19時30分)
消費税軽減税率制度説明
会

宇部青色申告
会

【要事前登録】
お電話で登録願います。

宇部青色申告会
(0836-39-5101)



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

H30.11.12 14:30～15:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

公益社団法人
防府法人会
【共催】
防府間税会

公益社団法人
防府法人会事務局
(0835-22-4355)

H30.11.12 18:30～19:10 山口県 下関市
赤間町6-2
東京第一ホテル下関
３階　さくらの間

100名 軽減税率制度説明会
公益社団法人
下関法人会

公益社団法人下関法人会
事務局(083-232-6235)

H30.11.13 13:30～16:00 山口県 萩市
大字須佐4570-5
萩市須佐総合事務所
３階大会議室

30名

13:30～15:30
年末調整説明会

15:30～16:00
軽減税率制度等説明会

萩税務署
萩市役所
阿武町役場
公益社団法人
萩法人会

「年末調整説明会」に引き続
き、「軽減税率制度等説明会」
(どなたでも参加できます。)を
開催します。

萩税務署
調査部門
(0838-22-1273(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.13 18:30～19:10 山口県 下関市
長府宮の内1-18
宮の内茶寮

30名 軽減税率制度説明会
公益社団法人
下関法人会

公益社団法人下関法人会
事務局(083-232-6235)



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 13:30～16:00 山口県 萩市
大字江向495-4
萩市民館　大ホール

784名

13:30～15:30
年末調整説明会

15:30～16:00
軽減税率制度等説明会

萩税務署
萩市役所
阿武町役場
公益社団法人
萩法人会

「年末調整説明会」に引き続
き、「軽減税率制度等説明会」
(どなたでも参加できます。)を
開催します。

萩税務署
調査部門
(0838-22-1273(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.14 13:30～16:00 山口県 周南市 栄町2丁目15番地 50名

第一部(13:30～14:00)
軽減税率制度等説明会

第二部(14:00～16:00)決
算書の読み方と財務分析

徳山商工会議
所

　第１部に続いて第２部を
開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。
　事前にお申込みくださ
い。

徳山商工会議所
(0834-31-3000)

H30.11.14 14:00～16:00 山口県
熊毛郡
上関町

大字室津904-15
上関町総合文化センター

50名

第1部(14:00～15:30)
年末調整説明会

第2部(15:30～16:00)
消費税の軽減税率制度説明
会

光税務署

第1部「年末調整説明会」に
引き続き、第2部「消費税の
軽減税率説明会」を開催し
ます。
いずれかの出席も可能で
す。

光税務署
法人課税部門
(0833-71-0683(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.14 14:30～15:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

公益社団法人
防府法人会
【共催】
防府間税会

公益社団法人
防府法人会事務局
(0835-22-4355)



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 18:40～19:30 山口県 下関市
小月本町1-7-7
小月公民館

40名 軽減税率制度説明会
公益社団法人
下関法人会

公益社団法人下関法人会
事務局(083-232-6235)

H30.11.16 10:00～12:00 山口県
熊毛郡

田布施町
大字下田布施2210-1
西田布施公民館

100名

第1部(10:00～11:30)
年末調整説明会

第2部(11:30～12:00)
消費税の軽減税率制度説明
会

光税務署

第1部「年末調整説明会」に
引き続き、第2部「消費税の
軽減税率説明会」を開催し
ます。
いずれかの出席も可能で
す。

光税務署
法人課税部門
(0833-71-0683(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.16 10:00～12:00 山口県 宇部市
朝日町８番１号
宇部市文化会館３階
(文化ホール)

500名

第１部(10:00～11:30)
年末調整説明会

第２部 (11:30～12:00)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署

第１部「年末調整説明会」
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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.11.16 13:30～15:30 山口県 宇部市
朝日町８番１号
宇部市文化会館３階
(文化ホール)

500名

第１部(13:30～15:00)
年末調整説明会

第２部 (15:00～15:30)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署

第１部「年末調整説明会」
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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)



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 14:00～16:00 山口県
熊毛郡
平生町

大字平生村178
平生町勤労青少年ホーム

50名

第1部(14:00～15:30)
年末調整説明会

第2部(15:30～16:00)
消費税の軽減税率制度説明
会

光税務署

第1部「年末調整説明会」に
引き続き、第2部「消費税の
軽減税率説明会」を開催し
ます。
いずれかの出席も可能で
す。

光税務署
法人課税部門
(0833-71-0683(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.16 14:30～16:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
２階イベントホール
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

300名

【第１部】
(14:30～16:00)
年末調整説明会

【第２部】
(16:00～16:30)
軽減税率制度等説明会

防府税務署

　第１部「年末調整説明
会」に引き続き、第２部
「消費税軽減税率制度等説
明会」を開催します。
　いずれかの出席も可能で
す。

防府税務署
法人課税部門
【0835-22-1400(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。

H30.11.19 10:00～10:30 山口県 山口市
吉敷下東3丁目1-1
山口県総合保健会館

150名
消費税軽減税率制度等説
明会

公益財団法人
山口県生活衛
生営業指導セ
ンター
山口税務署

公益財団法人　山口県生活
衛生営業指導センター
(083-928-7512)

H30.11.19 10:00～12:00 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

防府青色申告
会
【共催】
防府間税会

防府青色申告会
(0835-22-4750)



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

H30.11.19 10:00～12:00 山口県 下松市
中央町21-1
下松市文化会館
スターピアくだまつ

500名

年末調整説明会
(10:00～11:30)
軽減税率制度等説明会
(11:30～12:00)

徳山税務署
徳山税務署
法人課税第１部門
(0834-51-1124(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.19 13:30～15:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

防府青色申告
会
【共催】
防府間税会

防府青色申告会
(0835-22-4750)

H30.11.20 10:00～12:00 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

防府青色申告
会
【共催】
防府間税会

防府青色申告会
(0835-22-4750)

H30.11.20 10:00～12:00 山口県 周南市
大字徳山5854-41
周南市文化会館大ホール

500名

年末調整説明会
(10:00～11:30)
軽減税率制度等説明会
(11:30～12:00)

徳山税務署
徳山税務署
法人課税第１部門
(0834-51-1124(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 13:30～15:30 山口県 周南市
大字徳山5854-41
周南市文化会館大ホール

500名

年末調整説明会
(13:30～15:00)
軽減税率制度等説明会
(15:00～15:30)

徳山税務署
徳山税務署
法人課税第１部門
(0834-51-1124(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.20 13:30～15:30 山口県 防府市
八王子２－８－９
防府商工会館4階研修室
(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ防府)

60名 消費税軽減税率制度説明会

防府青色申告
会
【共催】
防府間税会

防府青色申告会
(0835-22-4750)

H30.11.20 13:30～15:30 山口県 宇部市

神原町一丁目７番45号
宇部マテ“フレッセ
ラ”テニスコート会議
室(２階)

100名

(13:30～14:00)
消費税軽減税率制度説明
会

公益社団法人
宇部法人会

【要事前登録】
お電話で登録願います。

公益社団法人宇部法人会
(0836-33-8610)

H30.11.20 13:30～16:00 山口県
大島郡

周防大島
町

大字久賀5066-5
山口県大島防災センター
多目的ホール

220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

柳井税務署

第１部「年末調整説明会」
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。

柳井税務署
調査部門
(0820-22-0277(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

H30.11.20 13:30～16:30 山口県 長門市
東深川1326-6
長門市中央公民館
大講堂

400名

第1部(13:30～15:45)
年末調整説明会
　
第2部(15:50～16:30)
消費税軽減税率制度説明
会

長門税務署

「年末調整説明会」に引き
続き、「消費税軽減税率制
度説明会」(どなたでも参加
できます。)を　開催しま
す。
説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

長門税務署
調査部門
(0837-22-2457(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.20 15:30～16:00 山口県 岩国市
周東町用田137－8
周東文化会館パストラ
ルホール

500名 消費税軽減税率説明会

岩国税務署
山口県
岩国市
和木町

「年末調整説明会」の後に
引き続き「消費税の軽減税
率説明会」(どなたでも参加
できます。)を開催します。

岩国税務署
法人課税第一部門
(0827-22-0977(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.21 10:00～11:30 山口県 周南市

熊毛中央町１番１号
ゆめプラザ熊毛東館
(旧熊毛公民館)
２階第二会議室

20名

第一部(10:00～11:00)
記帳説明会
第二部(11:00～11:30)
消費税軽減税率制度説明
会

徳山税務署

　第１部に続いて第２部を
開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。

徳山税務署
個人課税第１部門
(0834-51-1119(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.21 13:00～14:30 山口県 周南市

熊毛中央町１番１号
ゆめプラザ熊毛東館
(旧熊毛公民館)
２階第二会議室

20名

第一部(13:00～14:00)
記帳説明会
第二部(14:00～14:30)
消費税軽減税率制度説明
会

徳山税務署

　第１部に続いて第２部を
開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。

徳山税務署
個人課税第１部門
(0834-51-1119(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 13:30～15:30 山口県 宇部市
恩田町四丁目１番４号
ユーピーアールスタジ
アム(会議室)

100名

(13:30～14:00)
消費税軽減税率制度説明
会

公益社団法人
宇部法人会

【要事前登録】
お電話で登録願います。

公益社団法人宇部法人会
(0836-33-8610)

H30.11.21 13:30～16:00 山口県 柳井市
柳井3718-16
アクティブやない

300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

柳井税務署

第１部「年末調整説明会」
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。

柳井税務署
調査部門
(0820-22-0277(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。

H30.11.21 13:30～16:00 山口県 下関市
菊川町大字下岡枝117
菊川ふれあい会館

700名

(13:30～15:30)
年末調整説明会

(15:30～16:00)
軽減税率制度説明会

下関税務署
「年末調整説明会」に引き続き、「軽減
税率制度説明会」(どなたでも参加でき
ます。)を開催します。

下関税務署
法人課税第１部門
(083-265-2044(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.21 15:00～15:30 山口県 山陽小野田市

大字郡1754番地
不二輸送機ホール
(山陽小野田市文化会
館)

700名 軽減税率制度等説明会 厚狭税務署

当日は、同一会場で13時30
分から15時まで「源泉所得
税の年末調整説明会」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。

厚狭税務署
調査第一部門
(0836-72-0162(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 10:00～12:00 山口県 光市
島田4-13-15
光市民ホール
(小ホール)

300名

第1部(10:00～11:30)
年末調整説明会

第2部(11:30～12:00)
消費税の軽減税率制度説明
会

光税務署

第1部「年末調整説明会」に
引き続き、第2部「消費税の
軽減税率説明会」を開催し
ます。
いずれかの出席も可能で
す。

光税務署
法人課税部門
(0833-71-0683(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.22 13:30～15:30 山口県 宇部市
恩田町四丁目１番４号
ユーピーアールスタジ
アム(会議室)

100名

(13:30～14:00)
消費税軽減税率制度説明
会

公益社団法人
宇部法人会

【要事前登録】
お電話で登録願います。

公益社団法人宇部法人会
(0836-33-8610)

H30.11.22 13:30～16:00 山口県 下関市
竹崎町４丁目5番1号
下関市民会館

1000名

(13:30～15:30)
年末調整説明会

(15:30～16:00)
軽減税率制度説明会

下関税務署

「年末調整説明会」に引き続き、「軽減
税率制度説明会」(どなたでも参加でき
ます。)を開催します。
説明会場には駐車場はございませ
ん。ご来場の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

下関税務署
法人課税第１部門
(083-265-2044(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.22 15:00～15:30 山口県 美祢市
大嶺町東分326-1
美祢市民会館

700名 軽減税率制度等説明会 厚狭税務署

当日は、同一会場で13時30
分から15時まで「源泉所得
税の年末調整説明会」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。

厚狭税務署
調査第一部門
(0836-72-0162(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 15:30～16:00 山口県 岩国市
山手町１丁目15-３
岩国市民文化会館大
ホール

500名 消費税軽減税率説明会

岩国税務署
山口県
岩国市
和木町

「年末調整説明会」の後に
引き続き「消費税の軽減税
率説明会」(どなたでも参加
できます。)を開催します。
説明会場には駐車場はござ
いません。ご来場の際に
は、公共交通機関等をご利
用ください。

岩国税務署
法人課税第一部門
(0827-22-0977(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.22 18:30～19:10 山口県 下関市
武久町2-3-5
喜あき

25名 軽減税率制度説明会
公益社団法人
下関法人会

公益社団法人下関法人会
事務局(083-232-6235)

H30.11.26 11:30～12:00 山口県 岩国市
岩国市三笠町1丁目1-1
山口県岩国総合庁舎
１階第一入札会議室

60名 消費税軽減税率制度説明会 岩国税務署

当日は同一会場で10時から
11時30分まで「記帳等説明
会」を開催いたしますが、
「消費税軽減税率説明会」
はどなたでも参加できま
す。

岩国税務署
個人課税第一部門
(0827-22-0976(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.26 13:30～15:30 山口県 宇部市
大字船木442番11号
宇部市楠総合センター

50名

(13:30～14:00)
消費税軽減税率制度説明
会

公益社団法人
宇部法人会

【要事前登録】
お電話で登録願います。

公益社団法人宇部法人会
(0836-33-8610)



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 15:30～16:00 山口県 岩国市
岩国市三笠町1丁目1-1
山口県岩国総合庁舎
１階第一入札会議室

60名 消費税軽減税率制度説明会 岩国税務署

当日は同一会場で14時から
15時30分まで「記帳等説明
会」を開催いたしますが、
「消費税軽減税率説明会」
はどなたでも参加できま
す。

岩国税務署
個人課税第一部門
(0827-22-0976(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.11.27 11:30～12:00 山口県 山口市
小郡下郷1440－1
小郡ふれあいセンター

400名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用ください。

山口税務署
083-966-1051

H30.11.27 14:00～16:00 山口県 萩市
下田万1194-1
萩阿武商工会議所(本
所)

30名 軽減税率制度説明会
萩阿武商工会
【共催】
萩税務署

萩阿武商工会
本所(08387)2-0213

H30.11.27 15:00～16:30 山口県 周南市
毛利町2丁目38
山口県周南総合庁舎
7階703会議室

60名 軽減税率制度等説明会

税理士会徳山支部
周南地区納税貯蓄
組合連合会
徳山地区青色申告
会連合会
徳山周南法人会
徳山間税会
徳山税務署

【要事前登録】
11月26日(月)までにお電話でお
申し込みください。

徳山税務署
管理運営第１部門
(0834-51-1115(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

H30.11.27 15:10～15:40 山口県 山口市
小郡下郷1440－1
小郡ふれあいセンター

400名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用ください。

山口税務署
(083-966-1051)

H30.11.28 10:00～12:00 山口県 下関市 豊北町大字滝部3394-2 50名 軽減税率制度説明会
豊北町青色申
告会
下関税務署

【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。

豊北町青色申告会
083-782-1276

H30.11.28 15:00～15:30 山口県 山口市
中央2－5－1
山口市民会館

1,500名 軽減税率制度説明会
山口税務署
山口税務懇話
会

駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用ください。

山口税務署
(083-966-1051)

H30.12.3 13:30～16:00 山口県 周南市 栄町2丁目15番地 50名

第一部(13:30～14:00)
改正消費税について

第二部(14:00～16:00)消
費税軽減税率制度説明会

徳山商工会議
所

　第１部に続いて第２部を
開催します。
　いずれかのみの出席も可
能です。
　事前にお申込みくださ
い。

徳山商工会議所
(0834-31-3000)



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

H30.12.4 10:00～12:00 山口県 下関市

竹崎町4-6-1
下関合同庁舎
下関税務署
(２階第１、第２議室)

20名

第１部(10:00～11:30)
青色決算説明会

第２部(11:30～12:00)
消費税軽減税率制度説明
会

下関税務署
第１部「青色決算説明会に続
き、第２部「消費税軽減税率制
度説明会」を開催します。

下関税務署
(083-222-3441)

H30.12.4 11:30～12:00 山口県 防府市

八王子2-8-9
防府商工会議所
4階研修室

60名
軽減税率制度等説明会

防府税務署
(共催)
商工会議所
青色申告会

　当日は、同一会場で10時
から11時半まで「決算説明
会」を開催いたしますが、
「軽減税率制度等説明会」
はどなたでも参加できま
す。

防府税務署
個人課税部門
【0835-22-1400(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。

H30.12.4 13:30～15:30 山口県 下関市

竹崎町4-6-1下関合同
庁舎
下関税務署(２階第
１、第２会議室)

20名

第１部(13:30～15:00)
青色決算説明会

第２部(15:00～15:30)
消費税軽減税率制度説明
会

下関税務署
第１部「青色決算説明会に続
き、第２部「消費税軽減税率制
度説明会」を開催します。

下関税務署
(083-222-3441)

H30.12.4 15:00～16:30 山口県 周南市
毛利町2丁目38
山口県周南総合庁舎
7階703会議室

60名 軽減税率制度等説明会

税理士会徳山支部
周南地区納税貯蓄
組合連合会
徳山地区青色申告
会連合会
徳山周南法人会
徳山間税会
徳山税務署

【要事前登録】
12月3日(月)までにお電話でお
申し込みください。

徳山税務署
管理運営第１部門
(0834-51-1115(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

H30.12.5 10:00～12:00 山口県 下関市

竹崎町4-6-1
下関合同庁舎
下関税務署
(２階第１、第２議室)

20名

第１部(10:00～11:30)
青色決算説明会

第２部(11:30～12:00)
消費税軽減税率制度説明
会

下関税務署
第１部「青色決算説明会に続
き、第２部「消費税軽減税率制
度説明会」を開催します。

下関税務署
(083-222-3441)

H30.12.5 13:30～15:30 山口県 下関市

竹崎町4-6-1
下関合同庁舎
下関税務署
(２階第１、第２議室)

20名

第１部(13:30～15:00)
白色決算説明会

第２部(15:00～15:30)
消費税軽減税率制度説明
会

下関税務署
第１部「白色決算説明会に続
き、第２部「消費税軽減税率制
度説明会」を開催します。

下関税務署
(083-222-3441)

H30.12.5 13:30～15:30 山口県 萩市
唐樋町3番7号
萩税務署(会議室)

45名

第1部(13:30～14:30)
消費税説明会
第2部(14:30～15:30)
消費税軽減税率制度説明
会

萩税務署

第１部「消費税説明会」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。
いずれかの出席も可能です。
参加希望の方は12月3日までに
事前登録をお願いします。

萩税務署
(0838)22-0902

H30.12.6 10:00～12:00 山口県 長門市 長門商工会議所 30名

第１部(10:00～11:30)
消費税説明会

第２部(11:30～12:00)
軽減税率制度等説明会

長門税務署

ながと青色申
告会

「軽減税率制度等説明会」
については、どなたでも参
加可能です。

長門税務署調査部門
(0837-22-2441(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

H30.12.6 11:30～12:00 山口県 防府市
八王子2-8-9
防府商工会議所
4階研修室

60名
軽減税率制度等説明会

防府税務署
(共催)
商工会議所
青色申告会

当日は、同一会場で10時か
ら11時半まで「決算説明
会」を開催いたしますが、
「軽減税率制度等説明会」
はどなたでも参加できま
す。

防府税務署
個人課税部門
【0835-22-1400(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。

H30.12.6 15:00～16:30 山口県 下松市
中央町21-1
下松市文化会館
スターピア下松

100名 軽減税率制度等説明会

税理士会徳山支
部　　　　　周
南地区納税貯蓄
組合連合会
徳山地区青色申
告会連合会
徳山周南法人会
徳山間税会
徳山税務署

【要事前登録】
12月5日(水)までにお電話でお
申し込みください。

徳山税務署
管理運営第１部門
(0834-51-1115(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.12.7 11:30～12:00 山口県 防府市
八王子2-8-9
防府商工会議所
4階研修室

60名
軽減税率制度等説明会

防府税務署
(共催)
商工会議所
青色申告会

　当日は、同一会場で10時
から11時半まで「決算説明
会」を開催いたしますが、
「軽減税率制度等説明会」
はどなたでも参加できま
す。

防府税務署
個人課税部門
【0835-22-1400(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。

H30.12.7 18:30～19:10 山口県 下関市
彦島迫町5-12-9
彦島八幡宮 彦島瑞鳳
殿

20名 軽減税率制度説明会
公益社団法人
下関法人会

公益社団法人下関法人会
事務局(083-232-6235)



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 10:00～12:00 山口県 宇部市
常盤町1丁目8-22
宇部税務署(会議室)

50名

第１部(10:00～11:30)
決算説明会

第２部(11:30～12:00)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署

第１部「決算説明会」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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.12.11 11:30～12:00 山口県 岩国市
麻里布町７丁目　9-37
岩国税務署３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 岩国税務署

当日は同一会場で10時から
11時30分まで「決算説明
会」を開催いたしますが、
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

岩国税務署
個人課税第一部門
(0827-22-0976(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H30.12.11 13:30～15:30 山口県 宇部市
常盤町1丁目8-22
宇部税務署(会議室)

50名

第１部(13:30～15:00)
決算説明会(青色申告)

第２部(15:00～15:30)
消費税軽減税率制度説明会

宇部税務署

第１部「決算説明会」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。
いずれかの出席も可能で
す。

宇部税務署
(0836-21-3131)

H30.12.11 15:30～16:00 山口県 岩国市
麻里布町７丁目　9-37
岩国税務署３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 岩国税務署

当日は同一会場で14時から
15時30分まで「決算説明
会」を開催いたしますが、
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

岩国税務署
個人課税第一部門
(0827-22-0976(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

H30.12.14 11:30～12:00 山口県 岩国市
麻里布町７丁目　9-37
岩国税務署３階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会 岩国税務署

当日は同一会場で10時から
11時30分まで「消費税説明
会」を開催いたしますが、
「消費税軽減税率制度説明
会」はどなたでも参加でき
ます。

岩国税務署
個人課税第一部門
(0827-22-0976(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))


