
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

H30.7.2 14：00～15：30 鹿児島県 出水市
出水市昭和町22-13
出水税務署
（１階会議室）

40名 消費税軽減税率制度説明会
出水商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

出水商工会議所
０９９６－６２－１３３７
（田上）

H30.7.18 14：00～15：30 鹿児島県 出水市
出水市昭和町22-13
出水税務署
（１階会議室）

40名 消費税軽減税率制度説明会
出水商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

出水商工会議所
０９９６－６２－１３３７
（田上）

H30.7.25 19：00～20：30 鹿児島県 出水市

出水市野田町下名146-2
鶴の町商工会
野田支所
（2階会議室）

30名 消費税軽減税率制度説明会
鶴の町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

鶴の町商工会
高尾野本所
０９９６－８２－１０６５(岩元）

H30.8.2 14：00～15：30 鹿児島県 出水市
出水市本町7-16
出水市民交流センター
2階

50名 消費税軽減税率制度説明会
出水商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

出水商工会議所
０９９６－６２－１３３７
（田上）

H30.8.9 19：00～20：30 鹿児島県 出水市
出水市本町7-16
出水市民交流センター
2階

50名 消費税軽減税率制度説明会
出水商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

出水商工会議所
０９９６－６２－１３３７
（田上）

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
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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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.8.10 15：00～16：30 鹿児島県
出水郡
長島町

出水郡長島町鷹巣
1799-3
長島町商工会
本所　２階

30名 消費税軽減税率制度説明会
長島町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

長島町商工会　本所
０９９６－８６－０２０９
（蔵元）

H30.8.21 14：00～15：30 鹿児島県 阿久根市

阿久根市大丸町
１６番地
阿久根商工会議所
２階

40名 消費税軽減税率制度説明会
阿久根商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

阿久根商工会議所
０９９６－７２－１１８５
（宇都、奥平）

H30.8.22 14：00～15：30 鹿児島県 鹿児島市
卸本町6-12
２階中会議室

96名 軽減税率制度説明会
かごしま市商工会谷山本
所
鹿児島税務署

―

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。

H30.8.23 19：00～20：30 鹿児島県 阿久根市

阿久根市大丸町
１６番地
阿久根商工会議所
２階

40名 消費税軽減税率制度説明会
阿久根商工会議所
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

阿久根商工会議所
０９９６－７２－１１８５
（宇都、奥平）

H30.8.24 10：00～11：30 鹿児島県 日置市

伊集院町下谷口
1813番地7
日置市商工会伊集院本所
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会
日置市商工会
伊集院税務署

説明会場の駐車場には限りが
ございます。

日置市商工会
099-272-2222（横山)



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

H30.8.24 13：30～15：00 鹿児島県 日置市

伊集院町下谷口
1813番地7
日置市商工会伊集院本所
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会
日置市商工会
伊集院税務署

説明会場の駐車場には限りが
ございます。

日置市商工会
099-272-2222（横山)

H30.8.28 14：00～16：00 鹿児島県 南さつま市
大浦町7474-1
南さつま市商工会
大浦支所

30名 消費税軽減税率制度説明会
知覧税務署
南さつま市商工会

要事前申し込み
南さつま市商工会
金峰本所
0993-77-0097

H30.8.29 14：00～16：00 鹿児島県 湧水町
姶良郡湧水町木場300-1
湧水町商工会栗野本所
（会議室）

90名 軽減税率制度説明会
加治木税務署
湧水町商工会

【申込受付期間】
８月１６日（木）～８月２７日（月）
お電話で事前申込願います。

湧水町商工会
（0995-74-2200）

H30.8.30 14：00～16：00 鹿児島県 伊佐市
伊佐市大口元町20-2
伊佐市商工会大口本所
（会議室）

50名 軽減税率制度説明会
加治木税務署
伊佐市商工会

【申込受付期間】
８月１日（水）～８月２９日（水）
お電話で事前申込願います。

伊佐市商工会
（0995-22-0224）
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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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.4 14：00～15：30 鹿児島県 喜界町
湾1746
喜界町役場内
コミュニティセンター

80名 軽減税率制度説明会
大島税務署
喜界町商工会

―
喜界町商工会
（0997-65-0169）

H30.9.4 14：00～15：30 鹿児島県 与論町
茶花2643-3
与論町地域福祉センター
（1F 大会場）

100名 軽減税率制度説明会
大島税務署
与論町商工会

【要事前申込】
８月３１日（金）午後５時までに
お電話で申込願います。

与論町商工会
（0997-97-2113）

H30.9.4 19：00～20：30 鹿児島県 出水市

出水市高尾野町大久保
23-4
鶴の町商工会
高尾野本所
（2階会議室）

50名 消費税軽減税率制度説明会
鶴の町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

鶴の町商工会
高尾野本所
０９９６－８２－１０６５
(岩元）

H30.9.5 14：00～16：00 鹿児島県 垂水市
旭町32-2
垂水市商工会

３０名 軽減税率制度説明会
鹿屋税務署
垂水市商工会

説明会場の駐車場には限りが
ございます

垂水市商工会
担当：斉藤
（0994-32-0225）
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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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.6 14：00～16：00 鹿児島県 薩摩川内市
樋脇町市比野250
ホテルグリーンヒル
翠光の間

50名 軽減税率制度説明会
川内税務署
薩摩川内市商工会

【要事前申込】
８月３１日（金）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.9.7 13：30～15：30 鹿児島県 さつま町
宮之城屋地153
さつま町商工会本所
2階　会議室

50名 軽減税率制度説明会
川内税務署
さつま町
商工会

【要事前申込】
８月３１日（金）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.9.10 14：00～14：30 鹿児島県 鹿児島市
与次郎2丁目３－１
鹿児島市民文化ホール
第１ホール

－ 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署
たばこ税手持品課税説明会
の前に実施します。

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。

H30.9.10 14：00～15：30 鹿児島県 徳之島町
亀津986-4
徳之島町商工会
（2F 会議室）

30名 軽減税率制度説明会
大島税務署
徳之島町商工会

説明会場の駐車場には限りが
ございます。

徳之島町商工会
（0997-82-1409）
伊仙町商工会
（0997-86-2390）
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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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.10 18：00～19：30 鹿児島県
出水郡
長島町

出水郡長島町鷹巣
1799-3
長島町商工会
本所　２階

30名 消費税軽減税率制度説明会
長島町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

長島町商工会　本所
０９９６－８６－０２０９
（蔵元）

H30.9.11 10：00～12：00 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.11 11：00～12：00 鹿児島県 鹿屋市

大手町１番１号
リナシティかのや
（鹿屋市市民交流セン
ター）
３Fホール

150名 軽減税率制度説明会

鹿屋税務署
大薩地域振興局
鹿屋市

たばこ税手持品課税説明会の
後に実施します

鹿屋税務署
法人課税部門
（0994-42-3129）

H30.9.11 13：30～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.11 14：00～15：30 鹿児島県 天城町
平土野35-4
天城町商工会
（会議室）

40名 軽減税率制度説明会
大島税務署
天城町商工会

―
天城町商工会
（0997-85-2037）



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

H30.9.11 14：00～16：00 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】
9月7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）

H30.9.11 15：00～16：00 鹿児島県 鹿屋市

大手町１番１号
リナシティかのや
（鹿屋市市民交流セン
ター）
３Fホール

150名 軽減税率制度説明会

鹿屋税務署
大薩地域振興局
垂水市
東串良町
錦江町
南大隅町

たばこ税手持品課税説明会の
後に実施します

鹿屋税務署
法人課税部門
（0994-42-3129）

H30.9.12 10：00～12：00 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.12 13：30～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.12 14：00～16：00 鹿児島県 鹿屋市
串良町岡崎2062
かのや市商工会
串良本所

40名 軽減税率制度説明会
鹿屋税務署
かのや市商工会
串良町青色申告会

―
かのや市商工会
担当：入江
（0994-63-3032）



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

H30.9.13 10：00～12：00 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.13 13：30～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.13 14：00～16：00 鹿児島県
曽於郡
大崎町

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】
9月7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。

大崎町商工会
（099-476-0136）

H30.9.14 10：00～12：00 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会
鹿児島税務署

記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.14 13：30～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.18 10：00～12：00 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.18 13：30～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

20名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署


記帳説明会内で実施します。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.18 14：00～16：00 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】
9月13日（木）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）

H30.9.19 14：00～15：30 鹿児島県 鹿児島市
名山町９－１
鹿児島県産業会館

70名 軽減税率制度説明会

鹿児島税務署

（一社）鹿児島青色
申告会

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　個人１部門
099-255-8111（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。

H30.9.19 16：00～17：30 鹿児島県 知名町
知名303-1
知名町商工会
（2F 会議室）

80名 軽減税率制度説明会
大島税務署
知名町商工会

【要事前申込】
９月１２日（水）午後５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。

知名町商工会
（0997-93-2105）



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

H30.9.20 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
8月27日（月）～9月7日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。
※ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

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。

H30.9.20 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
8月27日（月）～9月7日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。
※ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

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。

H30.9.20 14：00～15：30 鹿児島県 和泊町
和泊1225
和泊町商工会
（2F 会議室）

80名 軽減税率制度説明会
大島税務署
和泊町商工会

【要事前申込】
９月１３日（木）午後５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。

和泊町商工会
（0997-92-0148）

H30.9.20 14：00～15：30 鹿児島県
いちき串
木野市

旭町178番地
いちき串木野商工会議所
２階会議室

40名 軽減税率制度説明会
いちき串木野商工会
議所
伊集院税務署

説明会場の駐車場には限りが
ございます。

いちき串木野商工会議所
0996-32-2049(岩下)

H30.9.25 14：00～15：30 鹿児島県 瀬戸内町
古仁屋大湊6-1
瀬戸内町商工会
（3F 会議室）

50名 軽減税率制度説明会
大島税務署
瀬戸内町商工会

説明会場の駐車場には限りが
ございます。

瀬戸内町商工会
（0997-72-0147）



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

H30.9.26 10：00～11：30 鹿児島県 宇検村
湯湾7-1
宇検村商工会
（2F 大会議室）

30名 軽減税率制度説明会
大島税務署
宇検村商工会

―
宇検村商工会
（0997-67-2661）

H30.9.26 14：00～15：30 鹿児島県 奄美市
笠利町中金久52-6
笠利公民館
（1F ホール）

200名 軽減税率制度説明会
大島税務署
あまみ商工会

―
あまみ商工会　笠利本所
（0997-63-0058）

H30.9.27 13：00～15：00 鹿児島県 中種子町
中種子町野間5186
中種子町立中央公民館
1階小会議室

50名 軽減税率制度説明会 種子島税務署

【要事前申込】
９月２０日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

H30.9.27 14：00～16：00 鹿児島県
肝属郡
錦江町

城元733-2
錦江町商工会
大根占本所

２０名 軽減税率制度説明会
鹿屋税務署
錦江町商工会

―
錦江町商工会
担当：中村
（0994-22-2521）

H30.9.27 14：00～16：00 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 要事前申し込み

知覧税務署
法人課税部門
（℡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

説明会の名称等 主催者 留意事項 連絡先

H30.9.28 13：00～15：00 鹿児島県 南種子町
南種子町中之上2793-1
南種子町研修センター
2階大会議室

50名 軽減税率制度説明会 種子島税務署
【要事前申込】
９月２０日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

H30.9.28 14：00～16：00 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 要事前申し込み

知覧税務署
法人課税部門
（℡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。

H30.9.28 15：00～17：00 鹿児島県
肝属郡
南大隅町

根占川北220
南大隅町商工会
根占本所

30名 軽減税率制度説明会
鹿屋税務署
南大隅町商工会

―
南大隅町商工会
担当：徳丸
（0994-24-2320）

H30.10.1 13：00～15：00 鹿児島県 屋久島町
屋久島町安房187-1
屋久島町総合センター
大会議室

50名 軽減税率制度説明会 種子島税務署
【要事前申込】
９月２０日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0977-22-0441（直通））

H30.10.2 13：00～15：00 鹿児島県 屋久島町

屋久島町宮之浦1593
屋久島町離島開発総合セン
ター
第1会議室

50名 軽減税率制度説明会 種子島税務署
【要事前申込】
９月２０日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0977-22-0441（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

H30.10.3 13：00～15：00 鹿児島県 西之表市
西之表市西之表16314-4
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 種子島税務署
【要事前申込】
９月２０日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0977-22-0441（直通））

H30.10.4 10：30～12:00 鹿児島県 薩摩川内市
里町里1922番地
里定住センター研修室

50名
税法研修会及び
消費税軽減税率制度説
明会

川内税務署
川薩法人会

【要事前申込】
１０月１日（月）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等をご利
用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.10.4 13：00～15：00 鹿児島県 薩摩川内市
里町里1922番地
里定住センター研修室

50名 軽減税率制度説明会
川内税務署
薩摩川内市商工会

【要事前申込】
９月２８日（金）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.10.5 13：00～15：00 鹿児島県 薩摩川内市
下甑町長浜553
長浜地区コミュニティセン
ター

50名 軽減税率制度説明会
川内税務署
薩摩川内市商工会

【要事前申込】
９月２８日（金）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.10.9 14：30～16:00 鹿児島県 薩摩川内市
若松町３番１０号
川内文化ホール
第一会議室

100名
税法研修会及び
消費税軽減税率制度説
明会

川内税務署
川薩法人会

【要事前申込】
１０月１日（月）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（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

H30.10.10 14：00～15：30 鹿児島県 出水市

出水市高尾野町大久保
23-4
鶴の町商工会
高尾野本所
2階会議室

50名 消費税軽減税率制度説明会
鶴の町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

鶴の町商工会　高尾野本
所
０９９６－８２－１０６５(岩元）

H30.10.10 15：00～16：30 鹿児島県 さつま町
轟町35－2
宮之城建設会館

50名
税法研修会及び
消費税軽減税率制度説
明会

川内税務署
川薩法人会

【要事前申込】
１０月１日（月）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.10.11 13：00～15：30 鹿児島県
出水郡
長島町

出水郡長島町鷹巣
1799-3
長島町商工会
本所　２階

30名 消費税軽減税率制度説明会
長島町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

長島町商工会　本所
０９９６－８６－０２０９
（蔵元）

H30.10.16 13：30～16：30 鹿児島県 鹿屋市
新川町６００
鹿屋商工会議所研修室

30名 軽減税率制度説明会

【主催】
鹿屋商工会議所
【協力】
鹿屋税務署

鹿屋商工会議所
担当：宮内
（0994-42-3151）

H30.10.17 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
9月25日（火）～10月5日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。
※ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

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。



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

H30.10.17 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
9月25日（火）～10月5日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。
※ご来場の際は、公共交通機関等
をご利用ください。

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。

H30.10.17 14:00～16:00 鹿児島県 霧島市
霧島市隼人町内山田1-6-65
霧島市商工会本所
（会議室）

50名 軽減税率制度説明会
加治木税務署
霧島市商工会

【申込受付期間】
９月２５日（火）～１０月１６日（火）
お電話で事前申込願います。

霧島市商工会
（0995-42-2128）

H30.10.18 14：00～15：30 鹿児島県 指宿市
指宿市山川新生町35
山川文化ホール（2F会議
室）

30名 軽減税率制度説明会
指宿税務署
菜の花商工会

【要事前申込】
10月17日（水）17時までに
お電話で申込願います。

指宿税務署
調査部門
0993-22-2548（代表）

H30.10.19 14:00～16:00 鹿児島県 姶良市

姶良市加治木町諏訪町185-
1
姶良市商工会加治木支所
（会議室）

50名 軽減税率制度説明会
加治木税務署
姶良市商工会

【申込受付期間】
９月１８日（火）～１０月１８日（木）
お電話で事前申込願います。

姶良市商工会
（0995-63-2295）

H30.10.26 14：00～16：00 鹿児島県 南九州市
南九州市平山6978
南九州市商工会
川辺本所

50名 消費税軽減税率制度説明会
知覧税務署
南九州市商工会

要事前申し込み
南九州市商工会
川辺本所
0993-56-0247



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

H30.11.5 15：15～16：45 鹿児島県 天城町
天城町平土野2691-1
天城町役場内ユイの里
ホール

100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））

H30.11.6 14：00～15：30 鹿児島県
出水郡
長島町

出水郡長島町鷹巣
1799-3
長島町商工会
本所　２階

30名 消費税軽減税率制度説明会
長島町商工会
出水税務署

【要事前申込み】
会場の席数に限りがあります
ので参加の際には事前にお申
込み願います。

長島町商工会　本所
０９９６－８６－０２０９
（蔵元）

H30.11.7 15：15～16：45 鹿児島県 喜界町
喜界町大字湾1746
喜界町役場内
（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））

H30.11.13 13：30～16：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.13 15：15～16：45 鹿児島県 知名町
知名町知名520
知名町フローラル館

280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））

※ 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

H30.11.13 9：30～12：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.14 13：30～16：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.14 9：30～12：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.15 9：30～12：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.15 10：00～12：00 鹿児島県 さつま町
さつま町宮之城文化ホー
ル

100名
年末調整説明会及び
軽減税率制度説明会

川内税務署

【要事前申込】
１１月１日（木）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（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

H30.11.15 10：00～11：30 鹿児島県 指宿市
指宿市大牟礼5-9-1
指宿税務署（１F会議室）

30名 軽減税率制度説明会 指宿税務署
【要事前申込】
11月9日（金）17時までに
お電話で申込願います。

指宿税務署
調査部門
0993-22-2548（代表）

H30.11.15 13：30～16：00 鹿児島県 鹿児島市
山下町５-９
中央公民館

40名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

年末調整説明会内で実施し
ます。

会場の席数に限りがございま
すので参加の際には事前に
お申込み願います。

鹿児島税務署　法人１部門
099-255-8111（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。

H30.11.15 14：00～15：30 鹿児島県 指宿市
指宿市大牟礼5-9-1
指宿税務署（１F会議室）

30名 軽減税率制度説明会 指宿税務署
【要事前申込】
11月9日（金）17時までに
お電話で申込願います。

指宿税務署
調査部門
0993-22-2548（代表）

H30.11.15 14：00～16：00 鹿児島県
肝属郡
肝付町

新富117-1
肝付町商工会
高山本所

30名 軽減税率制度説明会
鹿屋税務署
肝付町商工会

―
肝付町商工会
担当：園山
（0994-65-2226）

H30.11.15 15：15～16：45 鹿児島県 与論町
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 ―

大島税務署
法人課税部門
（0997-52-4321（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

H30.11.16 9：30～11：30 鹿児島県 薩摩川内市
薩摩川内市国際交流セン
ター

200名
年末調整説明会及び
軽減税率制度説明会

川内税務署

【要事前申込】
１１月１日（木）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.11.16 10：00～11：30 鹿児島県 指宿市
指宿市大牟礼5-9-1
指宿税務署（１F会議室）

30名 軽減税率制度説明会 指宿税務署
【要事前申込】
11月9日（金）17時までに
お電話で申込願います。

指宿税務署
調査部門
0993-22-2548（代表）

H30.11.16 13：30～15：30 鹿児島県 薩摩川内市
薩摩川内市国際交流セン
ター

200名
年末調整説明会及び
軽減税率制度説明会

川内税務署

【要事前申込】
１１月１日（木）１７時までに
お電話で申込願います。

説明会場には、公共交通機関等を
ご利用ください。

川内税務署
法人課税部門
（0996-22‐2833（直通））

H30.11.16 14：00～15：30 鹿児島県 指宿市
指宿市大牟礼5-9-1
指宿税務署（１F会議室）

30名 軽減税率制度説明会 指宿税務署
【要事前申込】
11月9日（金）17時までに
お電話で申込願います。

指宿税務署
調査部門
0993-22-2548（代表）

H30.11.20 10:00～12：00 鹿児島県 屋久島町
屋久島町安房187-1
屋久島町総合センター
２階研修青年室

30名 軽減税率制度説明会 種子島税務署
【要事前申込】
１１月１５日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（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

H30.11.20 13:30～15：30 鹿児島県 屋久島町

屋久島町宮之浦1593
屋久島町離島開発総合セ
ンター
第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 種子島税務署
【要事前申込】
１１月１５日（木）１６時までに
お電話で申込願います。

種子島税務署
調査部門
（0997-22-0441（直通））

H30.11.20 15：15～16：45 鹿児島県 奄美市
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））

H30.11.22 10：00～11：30 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
10月29日（月）～11月9日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。

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。

H30.11.22 13：30～15：00 鹿児島県 鹿児島市
荒田1-24-4
鹿児島税務署
４階第１会議室

50名 軽減税率制度説明会 鹿児島税務署

【事前申込】
10月29日（月）～11月9日（金）
（9：00～17：00）までに
お電話で申込願います。

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。

H30.11.28 14：00～15：00 鹿児島県 霧島市

霧島市国分中央３－４４－
３６
霧島商工会議所
２階第２研修室

80名 軽減税率制度説明会
加治木税務署
霧島商工会議所

【申込受付期間】
11月７日（水）～11月27日（火）
お電話で事前申込願います。

霧島商工会議所
（0995-45-2552）

※ 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

H30.12.4 14:00～15:30 鹿児島県
曽於郡
大崎町

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】
11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。

大崎町商工会
（099-476-0136）

H30.12.4 14:00～15:30 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】
11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）

H30.12.5 14:00～15：30 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】
11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）


