
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

H29.9.13 10:00～12：00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度説明会 庄原税務署

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H29.9.13 13：00～15：00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度説明会 庄原税務署

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H29.9.20 10:00～12：00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度説明会 庄原税務署

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

H29.9.20 13：00～15：00 広島県 庄原市
西本町2-17-15
庄原市民会館　集会室

80名 軽減税率制度説明会 庄原税務署

庄原税務署
調査部門
0824-72-1001（代表）

○　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

※ 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。

※ 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

H29.9.21 10：00～11：30 広島県 三原市
皆実４-８-１
三原商工会議所会館
（３階大会議室）

30名 軽減税率制度説明会

三原税務署
公益社団法
人三原法人
会

三原税務署
法人課税部門
（0848-62-3186（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.9.21 13：30～15：00 広島県 三原市
皆実４-８-１
三原商工会議所会館
（３階大会議室）

30名 軽減税率制度説明会

三原税務署
公益社団法
人三原法人
会

三原税務署
法人課税部門
（0848-62-3186（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.9.27 14：00～15：10 広島県 三次市

十日市東三丁目14番1
号
三次市福祉保健セン
ター
４Ｆ　ふれあいホール

200名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

三次税務署

　駐車場の台数に限りが
ありますので、公共交通機
関をご利用ください。
　お車でお越しの際は、十
日市親水公園をご利用く
ださい。

三次税務署
法人課税部門
0824-62-2721（代表）

H29.9.28 10：00～11：10 広島県 三次市

十日市東三丁目14番1
号
三次市福祉保健セン
ター
４Ｆ　ふれあいホール

200名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

三次税務署

　駐車場の台数に限りが
ありますので、公共交通機
関をご利用ください。
　お車でお越しの際は、十
日市親水公園をご利用く
ださい。

三次税務署
法人課税部門
0824-62-2721（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。



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

H29.9.28 14:00～15：10 広島県 三次市

十日市東三丁目14番1
号
三次市福祉保健セン
ター
４Ｆ　ふれあいホール

200名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

三次税務署

　駐車場の台数に限りが
ありますので、公共交通機
関をご利用ください。
　お車でお越しの際は、十
日市親水公園をご利用く
ださい。

三次税務署
法人課税部門
0824-62-2721（代表）

H29.9.29 10：00～11：10 広島県 三次市

十日市東三丁目14番1
号
三次市福祉保健セン
ター
４Ｆ　ふれあいホール

200名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

三次税務署

　駐車場の台数に限りが
ありますので、公共交通機
関をご利用ください。
　お車でお越しの際は、十
日市親水公園をご利用く
ださい。

三次税務署
法人課税部門
0824-62-2721（代表）

H29.9.29 14:00～15：10 広島県 三次市

十日市東三丁目14番1
号
三次市福祉保健セン
ター
４Ｆ　ふれあいホール

200名
消費税の軽減税率制度に
関する説明会

三次税務署

　駐車場の台数に限りが
ありますので、公共交通機
関をご利用ください。
　お車でお越しの際は、十
日市親水公園をご利用く
ださい。

三次税務署
法人課税部門
0824-62-2721（代表）

H29.10.2 10：00～11：00 広島県
安芸郡海
田町

大正町1番13号
海田税務署（2Ｆ大会議
室）

50名 軽減税率制度説明会 海田税務署
海田税務署
管理運営部門
（082-823-2138（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

※ 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。



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

H29.10.2 14：00～15：00 広島県
安芸郡海
田町

大正町1番13号
海田税務署（2Ｆ大会議
室）

50名 軽減税率制度説明会 海田税務署
海田税務署
管理運営部門
（082-823-2138（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.10.18 14:00～15：30 広島県
広島市中
区

上八丁堀３-１９
広島東税務署
（２Ｆ第一会議室）

60名 軽減税率制度説明会
広島東税務
署

駐車台数には限りがあり
ます。ご来場の際には、公
共交通機関等をご利用く
ださい。
【要事前登録】
９月２９日（金）１７時までに
お電話で登録願います。

広島東税務署
（082-227-1155（代表））

H29.10.18 10：30～11：30 広島県
広島市
安佐北区

亀山2丁目25-10
　広島北税務署
　（2階大会議室）

60名 軽減税率制度説明会
広島北税務
署

駐車場が狭いため、ご来
場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。
【要事前登録】
10月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

広島北税務署
法人1部門
（082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

H29.10.18 13：30～14：30 広島県
広島市
安佐北区

亀山2丁目25-10
　広島北税務署
　（2階大会議室）

60名 軽減税率制度説明会
広島北税務
署

駐車場が狭いため、ご来
場の際には、公共交通機
関等をご利用ください。
【要事前登録】
10月13日（金）17時までに
お電話で登録願います。

広島北税務署
法人1部門
（082-814-2249(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)）

※ 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

H29.10.19 10：00～11：30 広島県
広島市中
区

上八丁堀３-１９
広島東税務署
（２Ｆ第一会議室）

60名 軽減税率制度説明会
広島東税務
署

駐車台数には限りがあり
ます。ご来場の際には、公
共交通機関等をご利用く
ださい。
【要事前登録】
９月２９日（金）１７時までに
お電話で登録願います。

広島東税務署
（082-227-1155（代表））

H29.10.19 14:00～16：00 広島県 竹原市
中央5丁目6-28
竹原商工会議所

80名 軽減税率説明会

竹原税務署
竹原商工会議所
竹原間税会
竹原署管内青色
申告連合会
竹原豊田法人会

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。

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H29.10.25 10:30～11：30 広島県 廿日市市
新宮1-15-40
廿日市地方合同庁舎
1階会議室

50名 軽減税率制度説明会
廿日市税務
署

【要事前登録】
10月24日（火）15時までに
お電話で登録願います。
※説明会場には駐車場はござい
ません。公共交通機関等をご利
用ください。

廿日市税務署
法人課税第一部門
（0829）32-1217（代表）

H29.10.25 13：30～14：30 広島県 廿日市市
新宮1-15-40
廿日市地方合同庁舎
1階会議室

50名 軽減税率制度説明会
廿日市税務
署

【要事前登録】
10月24日（火）16時までに
お電話で登録願います。
※説明会場には駐車場はござい
ません。公共交通機関等をご利
用ください。

廿日市税務署
法人課税第一部門
（0829）32-1217（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。



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

H29.10.26 14:00～16：00 広島県
大崎上島
町

東野6625-1
大崎上島町文化セン
ター

50名 軽減税率説明会

竹原税務署
大崎上島町商工
会
竹原間税会
竹原署管内青色
申告連合会
竹原豊田法人会

竹原税務署
調査部門
(0846-22-0517(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H29.11.7 10:30～12:00 広島県 尾道市
門田町22-5
尾道市総合福祉セン
ター

100名 改正消費税説明会 尾道税務署
なるべく公共交通機関をご
利用ください。

尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H29.11.7 13:30～15:00 広島県 尾道市
門田町22-5
尾道市総合福祉セン
ター

100名 改正消費税説明会 尾道税務署
なるべく公共交通機関をご
利用ください。

尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H29.11.8 13:30～15:00 広島県 尾道市
因島土生町100-4
芸予情報文化センター

100名 改正消費税説明会 尾道税務署
尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(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

H29.11.9 13:30～15:00 広島県
世羅郡世
羅町

西上原123-1
世羅町甲山農村環境
改善センター

200名 改正消費税説明会 尾道税務署
尾道税務署
法人課税第一部門
(0848-22-2174(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ))

H29.11.9 10:30～12:00 広島県
安芸高田
市

吉田町吉田761
安芸高田市民文化セン
ター　クリスタルアー
ジョ４階小ホール

200名 軽減税率制度説明会 吉田税務署
吉田税務署
調査部門
（0826-42-0210（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.9 13:30～15:00 広島県
安芸高田
市

吉田町吉田761
安芸高田市民文化セン
ター　クリスタルアー
ジョ４階小ホール

200名 軽減税率制度説明会 吉田税務署
吉田税務署
調査部門
（0826-42-0210（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.14 10：00～11：00 広島県 呉市
中央4丁目1番6号
呉市役所　くれ絆ホー
ル

300名 軽減税率制度説明会 呉税務署
呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（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

H29.11.14 14：00～15：00 広島県 呉市
中央4丁目1番6号
呉市役所　くれ絆ホー
ル

300名 軽減税率制度説明会 呉税務署
呉税務署
法人課税第一部門
（0823-55-3978（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.21 10：30～11：40 広島県 福山市

沼隈町大字草深1891-
6
内海沼隈商工会本所
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.21 13：30～14：40 広島県 福山市

沼隈町大字草深1891-
6
内海沼隈商工会本所
２階会議室

50名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.21 10：00～11：00 広島県 府中市
鵜飼町555番地40
府中税務署
（2Ｆ会議室）

20名 軽減税率制度説明会 府中税務署
【要事前登録】
11月15日（水）17時までに
お電話で登録願います。

府中税務署
法人課税第一部門
（0847-45-2592（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

H29.11.21 14：00～15：00 広島県 府中市
鵜飼町555番地40
府中税務署
（2Ｆ会議室）

20名 軽減税率制度説明会 府中税務署
【要事前登録】
11月15日（水）17時までに
お電話で登録願います。

府中税務署
法人課税第一部門
（0847-45-2592（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.22 10：30～11：40 広島県 福山市
神辺町大字川北892-7
神辺商工文化センター
２階会議室

100名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.22 13：30～14：40 広島県 福山市
神辺町大字川北892-7
神辺商工文化センター
２階会議室

100名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.27 10：30～11：40 広島県 福山市
松永町三丁目13番９号
福山商工会議所松永
支所　大会議室

100名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（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

H29.11.27 13：30～14：40 広島県 福山市
松永町三丁目13番９号
福山商工会議所松永
支所　大会議室

100名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.28 10：30～11：40 広島県 福山市
駅家町倉光417
福山北商工会本所　２
階大研修室

80名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.28 13：30～14：40 広島県 福山市
駅家町倉光417
福山北商工会本所　２
階大研修室

80名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

H29.11.29 10：30～11：40 広島県 福山市

霞町一丁目10番１号
まなびの館　ローズコム
４階
福山市生涯学習プラザ
大会議室

200名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（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

H29.11.29 13：30～14：40 広島県 福山市

霞町一丁目10番１号
まなびの館　ローズコム
４階
福山市生涯学習プラザ
大会議室

200名 軽減税率制度説明会

福山税務署
広島県東部
県税事務所
福山市

福山税務署
法人課税第一部門
（084-975-7619（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））


