
年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

R4.6.3 10:00～11:00 福岡県 飯塚市
芳雄町13-６
　飯塚税務署
　２階共用会議室

15 登録申請相談会 飯塚税務署

【要事前登録】
・５月27日までにお電話で登録願
います。
・定員に達した場合はご参加いた
だけません。
・新型コロナ感染症等の感染拡
大状況により、中止となる場合が
あります。

飯塚税務署
個人課税第一部門
（0948-22-6712（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））

R4.6.7 13：30～15：30 福岡県 筑紫野市
針摺西１－１－８
筑紫税務署
（３Ｆ大会議室）

20

登録申請相談会

13:30～14：30
・　制度概要について
14：30～15：30
・　登録申請方法の説
明
・　登録申請サポート

筑紫税務署

【要事前申込】
　６月２日(木)13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。

筑紫税務署
法人課税第一部門
（電話092-923-1400（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。

R4.6.8 10:00～11:00 福岡県 直方市 殿町9-10　(2階会議室) 20 登録申請相談会 直方税務署
【要事前登録】
令和4年6月3日（金）17：00までに
お電話で登録願います。

直方税務署
法人課税部門
0949-22-0719

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.15 10:00～11:00 福岡県
北九州市
若松区

本町１丁目１４番１２号
若松港湾合同庁舎
４階会議室

20 登録申請相談会 若松税務署

【要事前登録】
　前日までにお電話で登録願い
ます。
　駐車場に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。

若松税務署
個人課税第１部門

093-761-2536（代表）

R4.6.15 10:00～11:00 福岡県 直方市 殿町9-10　(2階会議室) 20 登録申請相談会 直方税務署
【要事前登録】
令和4年6月10日（金）17：00まで
にお電話で登録願います。

直方税務署
法人課税部門
0949-22-0719

R4.6.15 13：30～15：30 福岡県 筑紫野市
針摺西１－１－８
筑紫税務署
（３Ｆ大会議室）

20

登録申請相談会

13:30～14：30
・　制度概要について
14：30～15：30
・　登録申請方法の説
明
・　登録申請サポート

筑紫税務署

【要事前申込】
　６月13日(月)13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。

筑紫税務署
法人課税第一部門
（電話092-923-1400（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。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.16 13:30～14:30 福岡県
北九州市
若松区

本町１丁目１４番１２号
若松港湾合同庁舎
４階会議室

20 登録申請相談会 若松税務署

【要事前登録】
　前日までにお電話で登録願い
ます。
　駐車場に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。

若松税務署
個人課税第１部門

093-761-2536（代表）

R4.6.16 14:00～15：00 福岡県
北九州市
八幡東区

平野２丁目13番１号
八幡税務署
（５階大会議室）

30
登録申請相談会
（インボイス制度説
明を含む）

八幡税務署
【要事前登録】
先着順のため事前にお電話で登
録願います。

八幡税務署
個人課税第１部門
電話０９３－６７１－６５３１
（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。）

R4.6.16 15:00～16:00 福岡県
福岡市
東区

千早６－２－１
香椎税務署
（５Ｆ会議室）

40 登録申請相談会 香椎税務署

【要事前申込】
６月14日（火）17時まで
・定員に達し次第、締め切りとさ
せていただきます。
・駐車場に限りがありますので、
なるべく公共交通機関をご利用く
ださい。

香椎税務署
管理運営第一部門
担当　連絡調整官
【092-661-1031（代表）】
*音声ガイダンスに沿って
「２」を選択してください。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.17 10:00～11：00 福岡県
北九州市
小倉北区

大手町１３番１７号
小倉税務署
２階会議室

30 登録申請相談会

小倉税務署
小倉税務相談
所
小倉南税務相
談所
一般社団法人
小倉青色申告
会

インボイス制度の概要説明及び
登録申請手続のサポートをしま
す。
【要事前登録】
６月１５日（水）１７時までにお電
話で登録願います。

小倉税務署
個人課税第一部門
093-583-1331（内線4713）
担当者：舛渕（ますぶち）

R4.6.17 15:30～16：30 福岡県 大牟田市
不知火町１－３－１６
大牟田税務署
３階　大会議室

15 登録申請相談会
大牟田税務
署

【要事前予約】
開催日の前日17時までに、お電
話で予約願います。

大牟田税務署
管理運営部門
0944-52-3294(直通)

R4.6.17 14:00～15：00 福岡県 八女市
本町５１０
八女税務署(会議室） 15 登録申請相談会 八女税務署

【要事前登録】
・６月14日(火）17時までに
お電話で登録願います。
・駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。

八女税務署
　個人課税部門
0943-23-5192(直通）



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.20 10：00～11：30 福岡県
福岡市
中央区

天神４丁目８番28号
福岡税務署
本館５階　大・小会議室

50

第一部（10:00～
10:55）
消費税インボイス制
度説明会【概要編】
第二部（11:00～
11:30）
登録申請相談会

福岡税務署

【要事前予約】
６月14日（火）17時まで
・定員に達し次第、締め切りとさ
せていただきます。
・駐車場がありませんので、公共
交通機関をご利用ください。

【第二部・登録相談会について】
・第一部に出席された個人事業
者の方で、スマートフォンによる
e-Taxを利用した登録申請を予定
している方のサポートをさせてい
ただきます。
※　登録申請に必要となるため、
スマートフォン及びマイナンバー
カード（暗証番号を含む。）をご持
参ください。
※　法人は対象となりません。

福岡税務署
法人課税第１部門　井上
℡092-771-1151
　　　　　　　　（内線8212）
※音声ガイダンスに従い
「２」を選択いただくと、福岡
税務署に繋がります。

R4.6.20 13：30～15：00 福岡県
福岡市
早良区

百道一丁目5番22号
西福岡税務署
（第一会議室）

15 登録申請相談会
西福岡税務
署

制度の概要と登録申請方法につ
いて説明します。

【要事前登録】
６月15日（水）16時までに
お電話で登録願います。

西福岡税務署
総務課
092-843-6211（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。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.21 13：30～15：00 福岡県
福岡市
早良区

百道一丁目5番22号
西福岡税務署
（第一会議室）

15 登録申請相談会
西福岡税務
署

制度の概要と登録申請方法につ
いて説明します。

【要事前登録】
６月15日（水）16時までに
お電話で登録願います。

西福岡税務署
総務課
092-843-6211（代表）

R4.6.21 10:00～11:30 福岡県 久留米市
久留米市諏訪野町2401-
10
久留米税務署　大会議室

30 登録申請相談会
久留米税務
署

【要事前予約】
6月14日(火)16時までにお電話で
予約願います。

久留米税務署
代表：0942-32-4461
個人課税第1部門　横松
(内線　4713)
法人課税第1部門　大額
(内線　8212)

R4.6.21 13:30～15:00 福岡県 久留米市
久留米市諏訪野町2401-
10
久留米税務署　大会議室

30 登録申請相談会
久留米税務
署

【要事前予約】
6月14日(火)16時までにお電話で
予約願います。

久留米税務署
代表：0942-32-4461
個人課税第1部門　横松
(内線　4713)
法人課税第1部門　大額
(内線　8212)

※ 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。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.21 14:00～15：00 福岡県 田川市
新町11番55号
田川税務署（2階会議室）

20 登録申請相談会 田川税務署
制度の概要及び登録申請方法に
ついて説明します。

田川税務署
個人課税部門
0947-44-0430（代表）

R4.6.22 14:00～15：00 福岡県 朝倉市
菩提寺565-１
甘木税務署　庁舎１階
第３会議室

15 登録申請相談会 甘木税務署

【相談会の内容】
・　制度の概要説明
・　登録申請手続のサポート
 ※　当日、e-Taxで登録申請をさ
れる方は、スマホ及びマイナン
バーカード(暗証番号を含む)を持
参してください。

【要事前登録】
署の窓口又は電話で受付
(連絡先は、右記のとおり)

甘木税務署　総務課
0946-22-2720(音声ガイダ
ンス「２」を選択)

R4.6.23 14:00～15：00 福岡県
北九州市
門司区

西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎１Ｆ
門司税務署　会議室

20 登録申請相談会 門司税務署

【要事前予約】
６月21日（火）17時までにお電話で予
約願います。
定員に達した場合は、ご参加いただ
けませんので、お早めの予約をお願
いいたします。

門司税務署
　総務課
（093-321-5831（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。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.24 14:00～15：00 福岡県 東区
馬出１－８－１
　博多税務署
　　１階　第一会議室

20 登録申請相談会 博多税務署

【要事前登録】
6月17日までにお電話で登録願いま
す。定員に達した場合はご参加いた
だけません。新型コロナ感染症等の
感染拡大状況により、中止となる場
合があります。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用ください。

博多税務署
個人課税第一部門
【092-641-8131（代表）】

＊音声ガイダンスに沿って「2」
を選択してください。

R4.6.24 10：00～11：00 福岡県 行橋市
門樋町１-1
行橋税務署（別館会議
室）

20 登録申請相談会 行橋税務署

【要事前登録】
・６月23日（木）16時までにお電話で登録
願います。
・各部とも説明内容は同じです。
・会場の駐車場には限りがございますの
で、ご協力いただける方は公共交通機関
をご利用ください。

行橋税務署
個人課税第１部門
0930-23-0582（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

R4.6.24 13：30～14：30 福岡県 行橋市
門樋町１-1
行橋税務署（別館会議
室）

20 登録申請相談会 行橋税務署

【要事前登録】
・６月23日（木）16時までにお電話で登録
願います。
・会場の駐車場には限りがございますの
で、ご協力いただける方は公共交通機関
をご利用ください。

行橋税務署
個人課税第１部門
0930-23-0582（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.6.28 10:00～11:30 福岡県 久留米市
久留米市諏訪野町2401-
10
久留米税務署　大会議室

30 登録申請相談会
久留米税務
署

【要事前予約】
6月21日(火)16時までにお電話で
予約願います。

久留米税務署
代表：0942-32-4461
個人課税第1部門　横松
(内線　4713)
法人課税第1部門　大額
(内線　8212)

R4.6.28 13:30～15:00 福岡県 久留米市
久留米市諏訪野町2401-
10
久留米税務署　大会議室

30 登録申請相談会
久留米税務
署

【要事前予約】
6月21日(火)16時までにお電話で
予約願います。

久留米税務署
代表：0942-32-4461
個人課税第1部門　横松
(内線　4713)
法人課税第1部門　大額
(内線　8212)

R4.6.30 13：30～15：00 福岡県 大川市 榎津３２５－１ 20 登録申請相談会 大川税務署

制度の概要について説明しま
す。
【要事前予約】
６月２８日（火）１２時までに
お電話で予約願います。

大川税務署　調査部門
（0944-87-2127）



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.1 15:30～16：30 福岡県 大牟田市
不知火町１－３－１６
大牟田税務署
３階　大会議室

15 登録申請相談会
大牟田税務
署

【要事前予約】
開催日の前日17時までに、お電
話で予約願います。

大牟田税務署
管理運営部門
0944-52-3294(直通)

R4.7.4 10:00～11：00 福岡県
北九州市
小倉北区

大手町１３番１７号
小倉税務署
２階会議室

30 登録申請相談会

小倉税務署
小倉税務相談
所
小倉南税務相
談所
一般社団法人
小倉青色申告
会

インボイス制度の概要説明及び
登録申請手続のサポートをしま
す。
【要事前登録】
６月３０日（木）１７時までにお電
話で登録願います。

小倉税務署
個人課税第一部門
093-583-1331（内線4713）
担当者：舛渕（ますぶち）

R4.7.5 14:00～15：00 福岡県 東区
馬出１－８－１
　博多税務署
　　１階　第一会議室

20 登録申請相談会 博多税務署

【要事前登録】
6月28日までにお電話で登録願いま
す。定員に達した場合はご参加いた
だけません。新型コロナ感染症等の
感染拡大状況により、中止となる場
合があります。ご来場の際には公共
交通機関等をご利用ください。

博多税務署
個人課税第一部門
【092-641-8131（代表）】

＊音声ガイダンスに沿って「2」
を選択してください。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.6 14:00～15：00 福岡県
北九州市
八幡東区

平野２丁目13番１号
八幡税務署
（５階大会議室）

30
登録申請相談会
（インボイス制度説
明を含む）

八幡税務署
【要事前登録】
先着順のため事前にお電話で登
録願います。

八幡税務署
個人課税第１部門
電話０９３－６７１－６５３１
（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。）

R4.7.6 10:00～11:00 福岡県 直方市 殿町9-10　(2階会議室) 20 登録申請相談会 直方税務署
【要事前登録】
令和4年7月1日（金）17：00までに
お電話で登録願います。

直方税務署
法人課税部門
0949-22-0719



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.26 10：00～11：30 福岡県
福岡市
中央区

天神４丁目８番28号
福岡税務署
本館５階　大・小会議室

50

第一部（10:00～
10:55）
消費税インボイス制
度説明会【概要編】
第二部（11:00～
11:30）
登録申請相談会

福岡税務署

【要事前予約】
７月20日（水）17時まで
・定員に達し次第、締め切りとさ
せていただきます。
・駐車場がありませんので、公共
交通機関をご利用ください。

【第二部・登録相談会について】
・第一部に出席された個人事業
者の方で、スマートフォンによる
e-Taxを利用した登録申請を予定
している方のサポートをさせてい
ただきます。
※　登録申請に必要となるため、
スマートフォン及びマイナンバー
カード（暗証番号を含む。）をご持
参ください。
※　法人は対象となりません。

福岡税務署
法人課税第１部門　井上
℡092-771-1151
　　　　　　　　（内線8212）
※音声ガイダンスに従い
「２」を選択いただくと、福岡
税務署に繋がります。

R4.7.27 15:00～16:00 福岡県
福岡市
東区

千早６－２－１
香椎税務署
（５Ｆ会議室）

40 登録申請相談会 香椎税務署

【要事前申込】
７月25日（月）17時まで
・定員に達し次第、締め切りとさ
せていただきます。
・駐車場に限りがありますので、
なるべく公共交通機関をご利用く
ださい。

香椎税務署
管理運営第一部門
担当　連絡調整官
【092-661-1031（代表）】
*音声ガイダンスに沿って
「２」を選択してください。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.27 13：30～15：30 福岡県 筑紫野市
針摺西１－１－８
筑紫税務署
（３Ｆ大会議室）

20

登録申請相談会

13:30～14：30
・　制度概要について
14：30～15：30
・　登録申請方法の説
明
・　登録申請サポート

筑紫税務署

【要事前申込】
　７月25日(月)13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。

筑紫税務署
法人課税第一部門
（電話092-923-1400（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。

R4.7.28 14:00～15：00 福岡県
北九州市
門司区

西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎１Ｆ
門司税務署　会議室

20 登録申請相談会 門司税務署

【要事前予約】
７月26日（火）17時までにお電話で予
約願います。
定員に達した場合は、ご参加いただ
けませんので、お早めの予約をお願
いいたします。

門司税務署
　総務課
（093-321-5831（代表））

R4.7.28 10:00～11:00 福岡県 飯塚市
芳雄町13-６
　飯塚税務署
　２階共用会議室

15 登録申請相談会 飯塚税務署

【要事前登録】
・７月20日までにお電話で登録願
います。
・定員に達した場合はご参加いた
だけません。
・新型コロナ感染症等の感染拡
大状況により、中止となる場合が
あります。

飯塚税務署
個人課税第一部門
（0948-22-6712（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。



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.28 11:00～12：00 福岡県 朝倉市
菩提寺565-１
甘木税務署　庁舎１階
第３会議室

15 登録申請相談会 甘木税務署

【相談会の内容】
・　制度の概要説明
・　登録申請手続のサポート
 ※　当日、e-Taxで登録申請をさ
れる方は、スマホ及びマイナン
バーカード(暗証番号を含む)を持
参してください。

【要事前登録】
署の窓口又は電話で受付
(連絡先は、右記のとおり)

甘木税務署　総務課
0946-22-2720(音声ガイダ
ンス「２」を選択)

R4.7.28 13：30～15：00 福岡県 大川市 榎津３２５－１ 20 登録申請相談会 大川税務署

制度の概要について説明しま
す。
【要事前予約】
７月２６日（火）１７時までに
お電話で予約願います。

大川税務署　調査部門
（0944-87-2127）

R4.7.29 13:30～14：30 福岡県 田川市
新町11番55号
田川税務署（2階会議室）

20 登録申請相談会 田川税務署
制度の概要及び登録申請方法に
ついて説明します。

田川税務署
個人課税部門
0947-44-0430（代表）



年月日 時間 都道府県 市区町村
地番、建物名
部屋番号等

定員

登録申請相談会　開催日程一覧表（福岡県）

○　現在、開催が予定されている説明会等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。）。
○　説明会等への参加を希望される場合は、各説明会等の「連絡先」にお電話等で事前申込をお願いします。
　  なお、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。
○　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症等の急激な感染拡大等によって、開催を中止する場合が
　ありますのであらかじめご了承ください。
○　個人事業者の方は、マイナンバーカード及びスマートフォンをご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができます。
　　なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要となりますので、事前にご確認下さい。
　　おって、e-Taxによる登録申請を行うためには、利用者識別番号（暗証番号を含む。）が必要となります。すでに、利用者識別番号を取得されている方
　は「確定申告のお知らせはがき」や「確定申告の送信票」など、利用者識別番号が分かる書類をご持参ください。

開催日時 開催場所
説明会等の名称等 主催者 留意事項 連絡先

R4.7.29 14:00～15：00 福岡県 八女市
本町５１０
八女税務署(会議室） 15 登録申請相談会 八女税務署

【要事前登録】
・7月26日(火）17時までに
お電話で登録願います。
・駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。

八女税務署
　個人課税部門
0943-23-5192(直通）


