
日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

H31.1.10 10：00～12：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
個人事業者青色申告記
帳・決算説明会及び消費
税軽減税率制度説明会

宇佐税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１月９日（水）１７時ま
でに、連絡先まで申込みく
ださい。

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H31.1.11 10：00～12：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
個人事業者青色申告記
帳・決算説明会及び消費
税軽減税率制度説明会

宇佐税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、１月１０日（木）１７時
までに、連絡先まで申込み
ください。

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H31.1.22 11:30～12:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

消費税申告説明会終了後
に、左記の時間で軽減税
率制度説明会を行いま
す。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.22 13:30～15：30 大分県 豊後大野市
三重町内田878
エイトピアおおの
小ホール

300名 改正消費税法等研修会
公益社団法人　豊後
大野法人会
三重税務署

【要事前申込】
１月１１日（金）１７時までに
お電話で申込願います。

豊後大野法人会事務局
0974-22-2072

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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.1.22 14:30～15：00 大分県 杵築市
大字南杵築308-1
杵築市商工会２階ホール

30名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署

【要事前申込】
お電話にて1月11日（金）ま
でに申込願います。
定員に達した際はお断り
する場合がありますので
予めご了承願います。

別府税務署
0977-23-2111
（内線）314

H31.1.22 15:30～16:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

消費税申告説明会終了後
に、左記の時間で軽減税
率制度説明会を行いま
す。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.23 11:30～12:00 大分県 大分市
大字羽屋６００番地１０
ＪＡおおいた本店３階
大会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.23 11:30～12：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

20名 軽減税率制度説明会 三重税務署

【要事前申込】
席数に限りがございます
ので、出席をご希望の方
は事前の申込をお願いし
ます。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.1.23 14:30～15：00 大分県 国東市
国東町大字鶴川160-2
アストくにさきマルチホー
ル

30名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署

【要事前申込】
お電話にて1月11日（金）ま
でに申込願います。
定員に達した際はお断り
する場合がありますので
予めご了承願います。

別府税務署
0977-23-2111
（内線）314

H31.1.23 15：30～16：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

20名 軽減税率制度説明会 三重税務署

【要事前申込】
席数に限りがございます
ので、出席をご希望の方
は事前の申込をお願いし
ます。

三重税務署
調査部門
0974-22-1015（代表）

H31.1.24 11:00～11：30 大分県 別府市
上野口町1-15
別府市役所1階レセプショ
ンホール

30名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署

【要事前申込】
お電話にて1月11日（金）ま
でに申込願います。
定員に達した際はお断り
する場合がありますので
予めご了承願います。

別府税務署
0977-23-2111
（内線）314

H31.1.24 13：00～14：00 大分県
玖珠郡
玖珠町

大字帆足125-1
玖珠町商工会

20名 消費税説明会
玖珠町青色申告会
日田税務署

日田税務署
個人課税第1部門
（0973-23-2136（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.1.24 14:30～15：00 大分県 別府市
上野口町1-15
別府市役所1階レセプショ
ンホール

30名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署

【要事前申込】
お電話にて1月11日（金）ま
でに申込願います。
定員に達した際はお断り
する場合がありますので
予めご了承願います。

別府税務署
0977-23-2111
（内線）314

H31.1.25 11:30～12:00 大分県 由布市

庄内町柿原３０２番地
由布市役所本庁舎
市民ホール
１－１会議室

10名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.25 13：30～14：30 大分県 日田市
三本松2-2-16
日田商工会館

25名 消費税説明会
日田青色申告会
日田税務署

日田税務署
個人課税第1部門
（0973-23-2136（代表））

H31.1.25 15:30～16:00 大分県 由布市

庄内町柿原３０２番地
由布市役所本庁舎
市民ホール
１－１会議室

10名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.1.28 10:00～12：00 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎　共同会議
室

30名 決算説明会 中津税務署
中津税務署
個人課税部門
（0979-22-3111）

H31.1.28 13：30～15：30 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎　共同会議
室

30名 決算説明会 中津税務署
中津税務署
個人課税部門
（0979-22-3111）

H31.1.28 16:00～17：00 大分県 臼杵市

大字臼杵字洲崎
７２－１２６
臼杵商工会議所
３Ｆ大会議室

50名
公益社団法人
臼杵津久見法人会　合同
税務研修会

公益社団法人臼杵
津久見法人会
臼杵税務署

公益社団法人臼杵津久見
法人会の会員以外の方も
参加できます。

公益社団法人
臼杵津久見法人会事務局
0972-64-0877

H31.1.29 11:30～12:00 大分県 大分市
金池南１－５－１
ホルトホール３階
大会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.1.29 15:30～16:00 大分県 大分市
金池南１－５－１
ホルトホール３階
大会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.30 11:30～12:00 大分県 大分市
金池南１－５－１
ホルトホール３階
大会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.1.30 15:30～16:00 大分県 大分市
金池南１－５－１
ホルトホール３階
大会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署
決算説明会終了後に、左
記の時間で軽減税率制度
説明会を行います。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

H31.2.6 14:00～15:00 大分県 別府市
上田の湯町6番37号
別府市中央公民館

60名 消費税セミナー 別府税務署

事前申込は不要です。
なお、会場の駐車場は数
が限られています。ご来場
の際には、公共交通機関
等をご利用ください。

別府税務署
（0977-23-2111（代表））



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.4.18 14:00～16:00 大分県 大分市

高砂町２番３３号
ＯＡＳＩＳひろば２１内
iichiko総合文化センター
４階　中会議室２

50名 軽減税率制度説明会 熊本国税局

【事前予約制】
右記連絡先までお問い合
わせください。会場の駐車
スペースには限りがありま
すので、公共交通機関の
ご利用をお願いします。

熊本国税局消費税課
軽減税率制度係
０９６－３５４－６１７１（代
表）

H31.4.18 17:00～19:00 大分県 大分市

高砂町２番３３号
ＯＡＳＩＳひろば２１内
iichiko総合文化センター
４階　中会議室２

50名 軽減税率制度説明会 熊本国税局

【事前予約制】
右記連絡先までお問い合
わせください。会場の駐車
スペースには限りがありま
すので、公共交通機関の
ご利用をお願いします。

熊本国税局消費税課
軽減税率制度係
０９６－３５４－６１７１（代
表）

H31.4.22 10:00～11：00 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎３階
共用会議室

50名 消費税軽減税率説明会 中津税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

中津税務署
法人課税部門
0979-22-3114
（法人課税部門直通）

H31.4.23 10:00～11：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2-107-637
臼杵税務署（大会議室）

60名 消費税軽減税率説明会 臼杵税務署 臼杵市の方

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.4.23 10：30～11：30 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

H31.4.23 14：00～15：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

H31.4.24 10:00～11：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2-107-637
臼杵税務署（大会議室）

60名 消費税軽減税率説明会 臼杵税務署 津久見市の方

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※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。

H31.4.24 13:30～14:30 大分県 別府市
上野口町1-15
別府市役所
１階レセプションホール

100名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署 事前申込は不要です。

別府税務署
法人課税第１部門
担当：牧野、佐藤
0977-23-2116（内210、
211）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.4.25 10:00～11：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H31.4.25 10：00～11：30 大分県 佐伯市

向島１丁目3-8
佐伯市保健福祉総合セ
ンター和楽
（1階大研修室）

100名 軽減税率制度説明会 佐伯税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

佐伯税務署
個人課税部門
0972-22-0913（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H31.4.25 10：30～11：30 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

H31.4.25 13:30～14:30 大分県 国東市
国東町鶴川160-2
アストくにさき
マルチホール

100名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署 事前申込は不要です。

別府税務署
法人課税第１部門
担当：牧野、佐藤
0977-23-2116（内210、
211）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.4.25 13:30～14：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

H31.4.25 14：00～15：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

H31.4.25 14：00～15：30 大分県 佐伯市

向島１丁目3-8
佐伯市保健福祉総合セ
ンター和楽
（1階大研修室）

100名 軽減税率制度説明会 佐伯税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

佐伯税務署
個人課税部門
0972-22-0913（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

H31.4.26 10：30～11：30 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

H31.4.26 14:00～15：00 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎３階
共用会議室

50名 消費税軽減税率説明会 中津税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

中津税務署
法人課税部門
0979-22-3114
（法人課税部門直通）

H31.4.26 14：00～15：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署

個人事業者向けの説明会
となっております。事前の
申込は不要ですので都合
の良いときにお越しくださ
い。

三重税務署
調査部門
0974-22-1408
（調査部門直通）

R1.5.8 10：30～12：00 大分県
玖珠郡
玖珠町

大字岩室２４番地１
くすまちメルサンホール
視聴覚室

90名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署
日田玖珠法人会

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）

R1.5.8 13：30～15：00 大分県
玖珠郡
玖珠町

大字岩室２４番地１
くすまちメルサンホール
視聴覚室

90名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署
日田玖珠法人会

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.9 10:00～11：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

R1.5.9 10：30～12：00 大分県 日田市
田島２丁目７番１号
日田税務署
２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）

R1.5.9 13:30～14:30 大分県 別府市
上野口町1-15
別府市役所
１階レセプションホール

100名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署 事前申込は不要です。

別府税務署
法人課税第１部門
担当：牧野、佐藤
0977-23-2116（内210、
211）

R1.5.9 13:30～14：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。

※ お電話の際は、音声ガイダンスに

沿って『２』を選択してください。



日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表

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

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.9 13：30～15：00 大分県 日田市
田島２丁目７番１号
日田税務署
２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）

R1.5.13 10：30～11：30 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署
法人事業者向けの説明会
となっております。
事前の申込は不要です。

三重税務署
調査部門
0974-22-1482
（調査部門直通）

R1.5.13 10：00～11：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１０日（金）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.13 14：00～15：00 大分県 豊後大野市
三重町市場1225-9
三重税務署
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会 三重税務署
法人事業者向けの説明会
となっております。
事前の申込は不要です。

三重税務署
調査部門
0974-22-1482
（調査部門直通）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.13 14：00～15：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１０日（金）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.14 10:00～11：00 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

R1.5.14 10:00～11：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2の107番637
臼杵税務署内
大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

臼杵税務署

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※お電話の際は、音声ガイダンス

　 　に沿って、「2」を選択してください。

R1.5.14 10：00～11：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１３日（月）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.14 10：30～12：00 大分県 日田市
田島２丁目７番１号
日田税務署
２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署
日田玖珠法人会

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）

R1.5.14 13:30～14：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
法人課税部門
（0978-32-0360（代表））

R1.5.14 13：30～15：00 大分県 日田市
田島２丁目７番１号
日田税務署
２階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

日田税務署
日田玖珠法人会

受講者に特に制限はなく、
事前登録も必要ありませ
んが、参加人員に定員が
あることを御了承ください。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
法人課税部門
（0973－23－2140）

R1.5.14 14：00～15：00 大分県 杵築市
大字猪尾941
杵築市健康福祉センター

100名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署
【要事前申込】
5月10日（金）17時までに
お電話で申込願います。

別府税務署
個人課税第１部門
担当：中村、堤内
0977-23-2114（内310、
311）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.14 14:00～15：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2の107番637
臼杵税務署内
大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

臼杵税務署

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※お電話の際は、音声ガイダンス

　 　に沿って、「2」を選択してください。

R1.5.14 14：00～15：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１３日（月）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.15 10:00～11：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2の107番637
臼杵税務署内
大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

臼杵税務署

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※お電話の際は、音声ガイダンス

　 　に沿って、「2」を選択してください。

R1.5.15 10：00～11：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１４日（火）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.15 14:00～15：30 大分県 臼杵市
大字臼杵2の107番637
臼杵税務署内
大会議室

60名
消費税軽減税率制度説明
会

臼杵税務署

臼杵税務署
調査部門
（0972-63-8522）

　 ※お電話の際は、音声ガイダンス

　 　に沿って、「2」を選択してください。

R1.5.15 14：00～15：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１４日（火）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.16 10：00～11：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１５日（水）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.16 10:30～11:30 大分県 由布市
庄内町柿原３０２番地
由布市役所　本庁舎
市民ホール１‐１会議室

50名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.16 13:30～14：30 大分県 宇佐市
大字上田１０５５番地１
宇佐合同庁舎４階
共用会議室

50名
消費税軽減税率制度説明
会

宇佐税務署

宇佐税務署
個人課税部門
（0978-32-0360（代表））

R1.5.16 14:00～15:00 大分県 由布市
庄内町柿原３０２番地
由布市役所　本庁舎
市民ホール１‐１会議室

50名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.16 14：00～15：30 大分県 竹田市
会々１６５０番地１７
竹田税務署（１階会議室）

30名
消費税軽減税率制度説明
会

竹田税務署

【要事前申込】
会場の定員もございます
ので、５月１５日（水）１７時
までに、連絡先まで申し込
みください。

竹田税務署
（0974－63－3141）

R1.5.17 14:00～15：00 大分県 中津市
中殿550番地20
中津合同庁舎３階
共用会議室

50名 消費税軽減税率説明会 中津税務署
説明会場の駐車台数に
は、限りがございます。

中津税務署
個人課税部門
0979-22-3113
（個人課税部門直通）

※ 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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.20 10:00～11:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.20 14:00～15:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.21 10:00～11:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.21 10：00～11：30 大分県 佐伯市

向島１丁目3-8
佐伯市保健福祉総合セ
ンター和楽
（1階大研修室）

100名 軽減税率制度説明会 佐伯税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

佐伯税務署
法人課税部門
0972-22-0916（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.21 14:00～15:00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分税務署
大分法人会
大分青色申告会

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.21 14：00～15：00 大分県
速見郡
日出町

日出町3891-2
日出町中央公民館

100名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署
【要事前申込】
5月13日（月）17時までに
お電話で申込願います。

別府税務署
個人課税第１部門
担当：中村、堤内
0977-23-2114（内310、
311）

R1.5.21 14：00～15：30 大分県 佐伯市

向島１丁目3-8
佐伯市保健福祉総合セ
ンター和楽
（1階大研修室）

100名 軽減税率制度説明会 佐伯税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

佐伯税務署
法人課税部門
0972-22-0916（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

R1.5.22 10：00～11：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.22 14：00～15：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.22 14：00～15：00 大分県 別府市
光町22-25
別府税務署
３階会議室

30名
消費税軽減税率制度説明
会

別府税務署
【要事前申込】
5月13日（月）17時までに
お電話で申込願います。

別府税務署
法人課税第１部門
担当：牧野、佐藤
0977-23-2116（内210、
211）

R1.5.22 14：00～15：30 大分県 佐伯市

向島１丁目3-8
佐伯市保健福祉総合セ
ンター和楽
（1階大研修室）

100名 軽減税率制度説明会 佐伯税務署

駐車可能台数が著しく限ら
れているため、公共交通
機関での来場をお願いし
ます。

佐伯税務署
法人課税部門
0972-22-0916（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

R1.5.23 10：00～11：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.5.23 14：00～15：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.24 10：00～11：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.5.24 14：00～15：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

100名 軽減税率制度説明会
大分法人会
大分青色申告会
大分税務署

事前申込みは不要です。

駐車場に限りがありますか
ら、公共交通機関での来
場をお願いします。

大分税務署
法人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.6.4 15：30～16：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

記帳説明会終了後に、左記
の時間で軽減税率制度説明
会を行います。

駐車場には限りがありますの
で、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.6.5 11：30～12：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

記帳説明会終了後に、左記
の時間で軽減税率制度説明
会を行います。

駐車場には限りがありますの
で、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.6.5 15：30～16：00 大分県 大分市
中島西１－１－３２
大分税務署２号館３階
第１会議室

20名 軽減税率制度説明会 大分税務署

記帳説明会終了後に、左記
の時間で軽減税率制度説明
会を行います。

駐車場には限りがありますの
で、ご来場の際には、公共交
通機関等をご利用ください。

大分税務署
個人課税第１部門
097-532-4171（代表）
※お電話の際は、自動音声
案内に従って「２」を選択し
てください。

R1.6.11 14：30～16：00 大分県
玖珠郡
玖珠町

大字帆足125-1
玖珠町商工会館
２階　大会議室

40名
消費税軽減税率対応窓口
相談等事業講習会

玖珠町商工会
日田税務署

説明会会場の駐車台数に
は限りがございます。

日田税務署
個人課税部門
（0973－23－2139）
玖珠町商工会
（0973-72-1211）

R1.6.12 14：00～15：30 大分県 豊後大野市
三重町市場５３９
豊後大野市商工会
会議室

50名 軽減税率制度説明会
豊後大野市商工会
三重税務署

商工会会員以外の方も参
加できますが、６月１０日ま
でにお電話での申込をお
願いします。

豊後大野市商工会
0974-22-1193



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。

留意事項 連絡先

開催日時 開催場所

説明会の名称等 主催者

R1.6.26 15：00～16：30 大分県 宇佐市
安心院町下毛2112番地
の1
宇佐両院商工会館

40名
消費税軽減税率制度等講
習会

宇佐両院商工会
安心院商工青色申
告会
院内町青色申告会
宇佐税務署

【要事前申込み】
６月１７日（月）１５時までに
お電話で登録願います。

宇佐両院商工会
広域指導課
（0978-44-0381）


