
新型コロナウイルス感染症対策と事前ご予約のお願い 

 

 

相談体制欄に「コールセンター（ＴＥＬ：０５０－２０１８－１１５０）」と記載がある会

場へのご相談は「事前予約制」でのご案内とさせていただきます。 

予約受付期間をご確認のうえ、ご予約ください。 

また、会場内は消毒や換気など安全面に十分配慮し、相談者数を限定してのご案内となり

ます。定員になり次第、受付を終了させていただきますのでご了承ください。 

 

 

【予約方法】 

事前予約受付コールセンター ＴＥＬ：０５０－２０１８－１１５０ 

（平日のみ 午前９時30分～午後４時30分まで受付けます。） 

 

 

ご来場時のお願い 

●マスクのご着用および咳エチケットにご協力ください。 

●入口に消毒剤を設置しておりますので、ご来場時に手指の消毒を行ってください。 

●発熱のある方や体調の優れない方はご来場をお控えください。 

●ご来場時に検温のご協力をお願いします。３７.５℃以上の発熱が確認された場合、入場を

お断りさせていただきます。 

●ご来場は原則としてお１人様までとさせていただきます（付き添い等が必要な場合には、

合計２名までとさせていただきます）。 

●ご来場時にお名前、ご連絡先等を記入いただきます。ご記入いただいた情報は、政府の要

請に基づき保健所等の公共機関へ提供させていただく可能性がありますので予めご了承く

ださい。 

なお、ご協力いただけない場合は入場をお断りさせていただきます。 

 

 

会場での取組 

●ご来場時に他の方との間隔が保てない場合は入場制限を行います。 

●今後の感染の広がりや政府方針の変更に伴い、相談会を中止する場合がありますので予め

ご了承ください。 



県 対象市町村 会　　場　　名　　等 開催日 開催時間 相談体制 問い合わせ先

青森市、東津軽郡
青森市役所駅前庁舎(アウガ内)
青森市新町1-3-7

2/22 9:00～12:00
予約制

(問い合わせ先へ)
青森税務相談所
TEL:017-773-6797

弘前市、中津軽郡、
南津軽郡のうち大鰐町

弘前商工会議所会館
弘前市上鞘師町18-1

2/22 10:00～15:00 会場にて受付

黒石市、平川市、
南津軽郡のうち藤崎町、田舎館村

弘前支部黒石管内税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付

五所川原市、つがる市、
西津軽郡、北津軽郡

五所川原支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて予約制
木村泰幸五所川原支部長
TEL:0173-34-8016

十和田市、三沢市、上北郡 十和田支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
岩間貴十和田支部長
TEL:0176-22-2087

むつ市、下北郡 むつ支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
畠山善光むつ支部長
TEL:0175-23-2113

八戸市、三戸郡
友の会福祉会館
八戸市長根1-2-8

2/21・
22・24

10:00～16:00
コールセンター

TEL:050-2018-1150
予約期間2/7～25

名久井信平八戸支部長
TEL:0178-22-2923

秋田市
秋田県税理士会館
秋田市千秋明徳町4-56

2/18 10:00～15:00
予約制の電話相談
(問い合わせ先へ)
予約期間1/30～2/10

秋田市、男鹿市、潟上市、
南秋田郡

北都銀行船越支店
男鹿市船越字内子81-1

2/22 9:30～14:30
コールセンター

TEL:050-2018-1150
予約期間2/1～17

大館市、鹿角市、北秋田市、
鹿角郡、北秋田郡

いとく大館ショッピングセンター
大館市御成町3-7-5

2/10

11～12

14:00～18:00

10:00～15:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間1/30～2/8

八代智子大館支部事務局
TEL:0186-62-9082

能代市、山本郡
能代市文化会館　第一練習室
能代市追分町4-26

2/22 10:00～15:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間2/13～20

山内大地能代支部事務局
TEL:0185-55-0812

由利本荘市、にかほ市
由利本荘市職業訓練センター
由利本荘市石脇字田尻30-22

2/18～
19

10:00～15:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間2/1～16

佐藤良一本荘支部長
TEL:0184-22-2022

由利本荘市、にかほ市
仁賀保公民館むらすぎ荘
にかほ市平沢字馬飼森30

2/18～
19

10:00～15:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間2/1～16

佐藤良一本荘支部長
TEL:0184-22-2022

大仙市、仙北市、仙北郡
中仙市民会館ドンパル
大仙市北長野字袴田95

2/4 10:00～15:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間2/1～2

藤村成大曲支部長
TEL:0187-62-1850

横手市 横手支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00
予約制の電話相談
(問い合わせ先へ)
予約期間2/1～20

飼田一之横手支部長
TEL:0182-32-7005

湯沢市、雄勝郡
湯沢商工会議所
湯沢市柳町1-1-13

2/24 9:00～11:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間1/28～2/1

高橋茂輝湯沢支部長
TEL:0183-55-8251

盛岡市、八幡平市、滝沢市、
岩手郡、紫波郡

岩手県税理士会館
盛岡市大沢川原3丁目7－3

2/21 10:00～15:00
岩手県税理士会館
にて事前予約受付

岩手県税理士会館
TEL:019-622-5160

花巻市、北上市、和賀郡
梅木彰厚花巻支部長
TEL:0198-29-5451

奥州市、胆沢郡 水沢支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
鈴木敏夫水沢支部長
TEL:0197-23-3413

一関市、西磐井郡 一関支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
小野寺勘治一関支部長
TEL:0191-48-5238

大船渡市、陸前高田市、気仙郡 大船渡支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
藤澤美典大船渡支部長
TEL:0192-26-1804

遠野市、釜石市、上閉伊郡 釜石支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
熊谷浩史釜石支部長
TEL:0193-55-5631

宮古市、下閉伊郡のうち山田町、
岩泉町、田野畑村

宮古支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
山崎仁志宮古支部長
TEL:0193-62-4443

久慈市、下閉伊郡のうち普代村、
九戸郡のうち洋野町、野田村

久慈支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
外里文人久慈支部長
TEL:0194-52-3141

二戸市、九戸郡のうち軽米町、
九戸村、二戸郡

二戸支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて受付
大石稔二戸支部長
TEL:0195-42-2837

令和４年度「税理士記念日」における無料税務相談所一覧

青
森
県

池野公司弘前支部長
TEL:0172-55-5077

秋
田
県

秋田税務相談所
TEL:018-832-2331

岩
手
県

中止となりました。



県 対象市町村 会　　場　　名　　等 開催日 開催時間 相談体制 問い合わせ先

令和４年度「税理士記念日」における無料税務相談所一覧

仙台市、富谷市、黒川郡
名取市、岩沼市、亘理郡

塩釜市、多賀城市、宮城郡
多賀城市山王地区公民館
多賀城市南宮字毛上28

2/18 10:00～15:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間2/8～17
（税務相談のみ）

伊藤明塩釜支部長
TEL:022-356-8421

大崎市、加美郡、遠田郡
古川商工会議所
大崎市古川東町5番46号

2/18 10:00～15:00
会場にて受付

（税務相談のみ）
筒井俊明古川支部長
TEL:0229-22-8868

栗原市 宮城県北支部築館部会会員税理士事務所
門傳基博宮城県北副支部長
TEL:0228-25-4234

登米市 宮城県北支部佐沼部会会員税理士事務所
佐々木健之宮城県北支部長
TEL:0220-22-6720

石巻市、東松島市、牡鹿郡
石巻商工会議所
石巻市中央2丁目9-18

2/22 10:00～15:00
予約制

(問い合わせ先へ)
鶴田勇治支部長
TEL:0225-82-5427

気仙沼市、本吉郡 気仙沼支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00 各事務所にて
電話相談又は個別面談

大塚晃気仙沼支部長
TEL:0226-22-1662

白石市、角田市、刈田郡、
柴田郡、伊具郡

大河原支部税理士会員事務所 2/22 10:00～15:00
各事務所にて

電話相談　予約制
(問い合わせ先へ)

滝川和幸大河原支部長
TEL:0224-59-3645

山形市、上山市、天童市、
東村山郡

山形テルサ １階大会議室
山形市双葉町1-2-3

1/27～
28

10:00～12:00
13:00～15:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間1/13～25

山形税務相談所
TEL:023-632-4244

寒河江市、西村山郡
寒河江市技術交流プラザ
寒河江市中央工業団地153-1

2/3
9:00～12:00
13:00～15:00

過年分を当会場にて
電子申告した方限定

髙橋雅幸寒河江支部長
TEL:0237-84-4171

東根地域職業訓練センター
東根市中央1丁目3-1

2/4

村山市民会館
村山市楯岡笛田2-6-1

2/5

新庄市、最上郡
最上広域交流センター「ゆめりあ」
新庄市多門町1－2

2/3・
18

9:30～12:00 会場にて受付
菅進新庄支部長
TEL:0233-32-1435

酒田市、飽海郡
酒田市総合文化センター
酒田市中央西町2-59

2/3～4
10:00～12:00
13:00～16:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間1/23～2/2

板垣智則酒田支部長
TEL:0234-26-0687

鶴岡市、東田川郡
鶴岡市総合保健福祉センター
「にこ・ふる」大会議室２
鶴岡市泉町5-30

1/30
10:00～12:00
13:00～16:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間1/10～27

原田洋鶴岡支部長
TEL:0235-64-1380

長井市、西置賜郡 長井支部税理士会員事務所 2/22
10:00～12:00
13:00～15:00

各会員事務所に
電話で事前予約

仁科孝長井支部長
TEL:0238-88-5601

米沢市、南陽市、東置賜郡
イオン米沢店　３階特設会場
米沢市春日2-13-4

2/4～5
10:00～12:00
13:00～16:00

会場にて受付
黄木義久米沢支部長
TEL:0238-23-3889

福島市、伊達市、伊達郡
ホテル福島グリーンパレス 2階
福島市太田町13-53

2/23 10:00～16:00
コールセンター

TEL:050-2018-1150
予約期間2/6～22

福島税務相談所
TEL:024-534-3907

二本松市、本宮市、安達郡
二本松福祉センター 3Ｆ 第1会議室
二本松市亀谷1丁目5-1

2/24 10:00～16:00 会場にて受付
遠藤吉道二本松支部長
TEL:0243-24-6601

郡山市、田村市、田村郡
ビッグパレットふくしま3階 中会議室
郡山市南2丁目52

2/23 10:00～16:00
予約制

(問い合わせ先へ)
予約期間1/17～2/17

郡山税務相談所
TEL:024-922-9488

須賀川市、岩瀬郡、石川郡
須賀川市民温泉 2F 大会議室
須賀川市茶畑町71

2/23 10:00～16:00
コールセンター

TEL:050-2018-1150
予約期間1/30～2/20

五十嵐昭光須賀川支部長
TEL:0248-94-5027

南会津郡 田島支部税理士会員事務所 2/23 10:00～16:00 各事務所にて受付
渡部高幸田島支部長
TEL:090-8566-6775

会津若松市、猪苗代町、磐梯町、
河沼郡、大沼郡

アピオスペース 2Ｆ研修室
会津若松市インター西90

2/23 10:00～16:00
コールセンター

TEL:050-2018-1150
小幡和夫税務支援対策部長
TEL:0242-27-2863

喜多方市、西会津町、北塩原村 喜多方支部税理士会員事務所 2/23 10:00～15:00 各事務所にて受付
結城兼夫喜多方支部長
TEL:0241-24-2822

白河市、西白河郡、東白川郡
白河商工会議所　会議室
白河市道場小路96-5

2/23 10:00～16:00 会場にて受付
金澤博信白河支部長
TEL:0247-33-6133

いわき市
鹿島ショッピングセンターエブリア
「ギャラリーエブリア」
いわき市鹿島町米田字日渡5

2/23 10:00～16:00 会場にて受付
いわき支部
TEL:080-8202-6706

相馬市総合福祉センター　はまなす館
相馬市小泉字高池357

道の駅南相馬
南相馬市原町区高見町2丁目30-1

宮
城
県

東北税理士会館3F
仙台市若林区新寺1-7-41

2/18 9:30～16:00

コールセンター
TEL:050-2018-1150
予約期間1/27～2/17
（申告書の代理作成

はしない）

東北税理士会
TEL:022-293-0503

2/22 10:00～15:00
各事務所にて

電話相談

山
形
県

村山市、東根市、尾花沢市、
北村山郡

10:00～15:00 会場にて受付
平山康介村山支部長
TEL:0237-53-6557

若竹信雄相馬支部長
TEL:0244-35-0635
三浦正樹税務支援対策部長
TEL:0244-24-1758

福
島
県

相馬市、南相馬市、双葉郡、
相馬郡

2/23 10:00～16:00 会場にて受付


