
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

H31.1.15 13:30～14:30 島根県
邑智郡
邑南町

矢上3835-4
矢上交流センター

100名
消費税軽減税率制度等説明
会

島根おおち農
業青色申告会

島根おおち農業青色申告会
(0855-83-1623)

H31.1.18 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)

H31.1.21 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)

○　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

H31.1.21 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)

H31.1.22 13:30～15:00 島根県 出雲市
斐川町上庄原1749-3
斐川町商工会館
大会議室

60名 軽減税率制度説明会

斐川町商工
会、斐川町青
色申告会
出雲税務署

斐川町商工会
TEL 0853-72-0674

H31.1.22 18:00～20:00 島根県 出雲市
大社町杵築南1668-1
出雲商工会　大社本所

50名 軽減税率制度説明会

神門通りおも
てなし協同組
合、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)
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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

H31.1.24 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))

H31.1.24 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)



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

H31.1.25 10:00～11:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
１月２３日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.1.25 16:00～17:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
１月２３日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.1.29 14:00～15:30 島根県 松江市
母衣町55-4
松江商工会議所1階
教養文化センター

180名
消費税説明会
～軽減税率制度とインボイス制度
への対応のポイント～

株式会社
税務研究会
中国支局
広島国税局

【要事前登録】
右記連絡先まで、お電話で
事前登録をお願いします。
なお、定員になり次第、締
め切らせていただきます。

株式会社税務研究会
中国支局
082-243-3720

H31.1.29 16:10～16:50 島根県 大田市
大田市大田町
大田ｲ289-2
石見大田税務署

10名 消費税軽減税率制度説明会
石見大田税務
署

【要事前予約】
1月28日(月)17時までにお
電話で予約願います。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(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

H31.1.31 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署 　
西郷税務署
調査部門
(08512-2-0378(直通))

H31.2.6 10:00～11:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
１月３０日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.2.6 14:00～15:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
１月３０日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

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

H31.2.6 14:30～15:00 島根県 浜田市
金城町今福１０４－１
ＪＡしまね金城支店
２階会議室

30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)

H31.2.20 10:00～11:00 島根県 益田市

昭和町13-1
島根県益田合同庁舎
西部県民センター
益田事務所
２階協議室１

15名 軽減税率制度説明会
益田税務署
島根県西部県
民センター

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)

H31.2.20 14:00～15:00 島根県 益田市

昭和町13-1
島根県益田合同庁舎
西部県民センター
益田事務所
２階協議室１

15名 軽減税率制度説明会
益田税務署
島根県西部県
民センター

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)

H31.2.22 10:00～11:00 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)



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

H31.2.22 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)

H31.2.28 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署 　
西郷税務署
調査部門
(08512-2-0378(直通))

H31.3.6 10:30～11:00 島根県 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
石見大田税務
署

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(直通)

H31.3.6 14:00～14:30 島根県
邑智郡
川本町

大字川本558-10
川本町商工会館
小会議室

20名 軽減税率制度説明会
浜田税務署
川本小売酒販
組合

「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。

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

H31.3.12 10:30～11:00 島根県 浜田市
原井町3050-9
サンマリン浜田
研修室

30名 軽減税率制度説明会
浜田税務署
浜田小売酒販
組合

「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。

浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.3.14 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)

H31.3.19 14:00～15:00 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
石見大田税務
署

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)



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

H31.3.20 10:00～11:00 島根県 益田市

昭和町13-1
島根県益田合同庁舎
西部県民センター
益田事務所
２階協議室１

15名 軽減税率制度説明会
益田税務署
島根県西部県
民センター

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)

H31.3.20 13:00～13:30 島根県 浜田市
原井町3050-9
サンマリン浜田
研修室

30名 軽減税率制度説明会
浜田税務署
出雲小売酒販
組合

浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.3.20 14:00～15:00 島根県 益田市

昭和町13-1
島根県益田合同庁舎
西部県民センター
益田事務所
２階協議室１

15名 軽減税率制度説明会
益田税務署
島根県西部県
民センター

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)

H31.3.22 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第３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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(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

H31.3.25 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第３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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.3.26 10:00～11:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
３月１９日(火)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.3.26 14:00～15:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。
【事前登録】
３月１９日(火)１７時まで
にお電話でご連絡をお願い
します。

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

H31.3.27 10:00～11:00 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)

H31.3.27 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)

H31.3.29 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署 　
西郷税務署
調査部門
(08512-2-0378(直通))

H31.4.2 16:10～16:50 島根県 大田市
大田市大田町大田ｲ
289-2
石見大田税務署

15名 消費税軽減税率制度説明会
石見大田税務
署

【要事前予約】
3月29日(金)17時までにお
電話で予約願います。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(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

H31.4.9 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第３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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.10 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第３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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.16 9:00～10:00 島根県 大田市
静間町2075
漁業協同組合
ＪＦしまね大田支所

100名 消費税軽減税率説明会
石見大田税務
署

当日は、主に漁業の所得
がある方に向けた説明を
行いますが、漁業の所得
がない自営業者の方でも
参加できます。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(直通)

H31.4.16 18:30～19:15 島根県 大田市

大田市大森町ﾊ115
なかむらホール
(武家屋敷 旧河島家隣
イタリアンレストラン
「ぎんざん」に併設)

50名 消費税軽減税率制度説明会
石見大田税務
署

駐車場につきましては、
観光協会前駐車場(約20
台、無料)か、代官所跡
前駐車場(約10台、無料)
をご利用ください。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(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

H31.4.17 10:00～11:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通
機関をご利用ください。
【事前登録】
４月10日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願
いします。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.4.17 14:00～15:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通
機関をご利用ください。
【事前登録】
４月10日(水)１７時まで
にお電話でご連絡をお願
いします。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

H31.4.18 13:30～16:00 島根県 松江市
学園南1丁目２－１
くにびきメッセ
４０１会議室

40名

新設法人説明会
(13:30～15:20)
軽減税率制度説明会
(15:30～16:00)

松江税務署
(公社)松江法
人会
松江間税会

松江税務署審理専門官(法
人課税)
0852-78-0353(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

H31.4.23 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
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)

H31.4.23 14:00～14:30 島根県 浜田市
野原町１８２６－１
いわみーる101研修室

30名 消費税軽減税率制度等説明会 浜田税務署
浜田税務署個人課税部門
(0855-22-0414(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.23 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
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)

H31.4.23 16:10～16:50 島根県 大田市
大田市大田町大田ｲ
289-2
石見大田税務署

15名 消費税軽減税率制度説明会
石見大田税務
署

【要事前予約】
4月19日(金)17時までにお
電話で予約願います。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0986(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

H31.4.25 10:00～10:30 島根県 浜田市
野原町１８２６－１
いわみーる101研修室

30名 消費税軽減税率制度等説明会 浜田税務署
浜田税務署個人課税部門
(0855-22-0414(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H31.4.25 10:00～11:00 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)

H31.4.25 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)



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

H31.4.26 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署
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))

R1.5.14 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第１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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.5.16 10:00～11:00 島根県 松江市
向島町134番10
松江地方合同庁舎２階
共用第１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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(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

R1.5.21 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
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)

R1.5.21 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
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)

R1.5.21 14:30～15:00 島根県 大田市
大田町大田ｲ289-2
石見大田税務署

15名 消費税軽減税率制度説明会
石見大田税務
署

当日は、13時30分～14時
20分の間、個人事業者の
記帳に関する説明会を併
せて開催します。

石見大田税務署
調査部門
0854-82-0930(直通)

R1.5.28 10:00～11:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通
機関をご利用ください。
【事前登録】
5月27日(月)１７時まで
にお電話でご連絡をお願
いします。

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

R1.5.28 14:00～15:00 島根県 雲南市
大東町飯田86-7
大東税務署
(２階会議室)

20名 消費税軽減税率制度説明会 大東税務署

駐車場には限りがありま
す。
ご来場の際は、公共交通
機関をご利用ください。
【事前登録】
5月27日(月)１７時まで
にお電話でご連絡をお願
いします。

大東税務署
調査第一部門
(0854-43-2362(直通))

R1.5.29 10:00～11:00 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)

R1.5.29 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説明会
浜田青色申告
会
浜田税務署

浜田商工会議所
(0855-22-3025)

R1.5.29 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)



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

R1.5.31 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署
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))

R1.6.3 10:00～11:00 島根県 安来市
安来町878番8
安来商工会議所１階
大ホール

50名 軽減税率制度等説明会
松江税務署
安来商工会議
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。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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.3 13:30～14:30 島根県 安来市
安来町878番8
安来商工会議所１階
大ホール

50名 軽減税率制度等説明会
松江税務署
安来商工会議
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。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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.11 9:30～10:00 島根県 大田市
大田町大田ｲ309-2
島根中央地域職業訓練
センター

20名 軽減税率制度説明会

石見大田税務
署
出雲小売酒販
組合

「軽減税率制度説明会」
は、どなたでも参加でき
ますが、会場の収容人数
を越えた場合には受付を
終了する場合がありま
す。

石見大田税務署
調査部門
(0854-82-0930(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

R1.6.12 13:00～13:30 島根県 浜田市
原井町3050-9
サンマリン浜田
研修室

20名 軽減税率制度説明会
浜田税務署
出雲小売酒販
組合

「軽減税率制度説明会」
は、どなたでも参加でき
ますが、会場の収容人数
を越えた場合には受付を
終了する場合がありま
す。

浜田税務署
法人課税部門
(0855-22-0458(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.17 10:00～11:00 島根県 安来市
安来町878番8
安来商工会議所１階
大ホール

50名 軽減税率制度等説明会
松江税務署
安来商工会議
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。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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.17 13:30～14:30 島根県 安来市
安来町878番8
安来商工会議所１階
大ホール

50名 軽減税率制度等説明会
松江税務署
安来商工会議
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。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。

松江税務署総務課
(0852-78-0330(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

R1.6.19 10:00～11:30 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
軽減税率制度説明会
（個人事業者限定）

出雲税務署

　説明会の出席者は個人事業者
の方に限らせていただきます。
　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
個人課税第一部門
0853-21-0474（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

R1.6.19 13:30～15:00 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
軽減税率制度説明会
（個人事業者限定）

出雲税務署

　説明会の出席者は個人事業者
の方に限らせていただきます。
　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
個人課税第一部門
0853-21-0474（直通）

R1.6.20 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
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)

R1.6.20 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
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)

R1.6.20 15:30～16:30 島根県
邑智郡
川本町

川本558-10
川本町商工会館

30名 消費税軽減税率制度説明会
川本町青色申
告会
浜田税務署

川本町商工会
(0855-72-0123)



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

R1.6.20 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

30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）

R1.6.27 10:00～12:00 島根県
隠岐郡
海士町

大字福井1375-1
マリンポートホテル海
士2階

30名 軽減税率制度説明会
隠岐國商工会
(共催)
西郷税務署

　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))

R1.6.28 14:00～15:00 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
１階会議室

30名 軽減税率制度説明会 西郷税務署
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))




