
令和2年度確定申告　無料税務相談会場一覧

支部名 地域 会場名 実施期間 実施時間 お問い合わせ先

川越市 川越税務署

2/8（月）～2/10（水）・2/12（金）
2/15（月）～2/19（金）
2/22（月）・2/24（水）～2/26（金）
3/1（月）～3/5（金）
3/8（月）～3/10（水）

ふじみ野市役所
2/9（火）・2/10（水）・2/12（金）
2/15（月）・2/16（火）・2/18（木）
2/22(月)・2/24(水)・2/25(木)

ふじみ野市大井総合支所
3/2(火)～3/5(金)
3/8(月)～3/10(水)

文化会館ふれあ
2/26(金)・2/28(日)
3/1(月)～3/5(金)
3/8（月）～3/12（金）・3/15（月）

勝呂公民館 2/24(水)

入西地域交流センター 2/21（日）

日高市役所 2/10(水)・2/12(金)・2/15(月)・3/9(火)

高麗公民館 3/5(金)

武蔵台公民館 2/16(火)・2/17(水)

高萩公民館 3/2(火)～3/3(水)

生涯学習センター 2/24(水)～2/26(金)・2/28(日)

高萩北公民館 2/19(金)・2/21(日)

富士見市 富士見市役所
2/16(火)～2/19(金)・2/22（月）
3/5（金）・3/8(月)～3/12(金)

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市役所

2/16(火)～2/19(金)
2/22(月)・2/24(水)～2/26(金)
3/1（月）・3/2（火）・3/5（金）
3/8（月）～3/12（金）・3/15（月）

毛呂山町 毛呂山町役場

熊谷
熊谷市
深谷市
寄居町

キララ上柴　アリオ深谷３Ｆ「ハナミズキ」 2/16(火)～3/5(金)

【受付時間】
9:15～11:15、
13:00～15:00

※混雑状況に
より受付時間
を変更する場
合があります

熊谷税務署
048-521-2905

草加市役所西棟1F
1/15(金)【要予約】
2/19(金)【要予約】

13:30～16:30

高砂コミュニティセンター
1/21(木)【要予約】
2/18(木)【要予約】
3/18(木)【要予約】

13:30～15:30

川口市役所　※今年度は電話による相談
1/8(金)【要予約】
2/5(金)【要予約】
3/5(金)【要予約】

13:30～16:00
川口市役所

048-258-1110

川口税務署
048-252-5141

蕨市東公民館 2/9(火) 9:30～15:00

蕨市東公民館 2/10(水) 9:30～15:00
蕨市役所

048-432-3200

西川口税務署
048-253-4061

川口
川口市※1

草加市

川越

草加市役所
048-922-0566

スキップシティ 総合棟1F多目的ホール
2/12(金)～3/12(金)
※期間中、2/21(日)・2/28(日)の休日も
実施。

9:00～16:30

西川口
川口市※1

蕨市
戸田市

今年度は中止となりました

ふじみ野市

坂戸市

日高市

埼玉県内では、令和2年分の確定申告にかかる無料税務相談を下記の会場にて実施しております。
お近くのお住まいや実施期間、実施時間等にご注意いただき、会場へお越しください。

ご不明な点は、連絡先に記載しました電話番号や各支部事務局へお問い合わせください。

◆一部予約が必要なものがございます。詳しくはお住まいの地域を参考に、お問い合わせ先や各支部事務局へご確認をお願いします。

※1　川口市の地域詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/besshi/kawaguchi.htm#kawaguchi

※2　土日祝は除く。一部例外あり。

9：00～16：00
川越支部事務局
049-246-6188



令和2年度確定申告　無料税務相談会場一覧
支部名 地域 会場名 実施期間 実施時間 お問い合わせ先

武蔵浦和コミュニティセンター8F
第8・9集会室

関東信越税理士国民健康保険組合
保健センター

行田税務署 2/15（月)～3/12(金）

加須市役所　 2/18(木)～3/5(金)

羽生市役所　 3/4（木）～3/12（金）

秩父

秩父市
小鹿野町
長瀞町
横瀬町
皆野町

東秩父村

秩父税務署 2/17（水）～3/11（木） 9:00～16:00
秩父税務署

0494-22-4433

所沢税務署 2/15(月)～3/15(月)
所沢税務署

04-2993-9111

所沢市役所 2/16(火 )～3/15(月)
所沢市役所

04-2998-1111

狭山市役所 2/25(木)～3/15(月)
狭山市役所

04-2953-1111

入間市役所 2/16(火)～3/15(月)
入間市役所

04-2964-1111

飯能市役所 2/16(火)～3/15(月)
飯能市役所

042-973-2111

本庄

本庄市
美里町
神川町
上里町

本庄税務署 2/16(火)～3/12(金) 9:00～16:00
本庄税務署

0495-22-2111

東松山

東松山市
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東松山市民文化センター　 2/16(火）～3/11(木） 9:00～16:00
東松山税務署
0493-22-0990

春日部税務署 2/15(月)～3/15(月)
春日部税務署
048-733-2111

春日部市庄和総合支所市民ホール 2/19(金)、2/22(月)、2/24(水)
春日部市庄和総合支所

048-746-1111

春日部市役所 2/25(木)～3/15(月)
春日部市役所
048-736-1111

岩槻区役所 2/15(月)～3/15(月)
岩槻区役所

048-790-0111

久喜鷲宮総合支所

蓮田市役所 2/16(火)～2/22(月)
蓮田市役所

048-768-3111

ウエルス幸手 2/16(火)～2/24(水)
幸手市役所

0480-43-1111

白岡市役所 2/16(火)～2/22(月)
白岡市役所

0480-92-1111

宮代町役場

杉戸町役場

すぎとピア 2/22(月)、2/24(水)、3/8(月)
すぎとピア

0480-33-8192

杉戸町西公民館 2/16(火)、2/17(水)
杉戸町西公民館
0480-32-6388

春日部市民文化会館

今年度は中止となりました

行田税務署
048-556-2121

所沢

所沢市
飯能市
狭山市
入間市

春日部

さいたま市
のうち
岩槻区

春日部市
久喜市
蓮田市
幸手市
白岡市
宮代町
杉戸町

今年度は中止となりました

今年度は中止となりました

9:00～16:00

9:00～16:00

今年度は中止となりました

9:00～16:00

9:00～16:00

行田
行田市
加須市
羽生市

9:00～16:00

9:00～16:00

今年度は中止となりました

浦和税務署
048-600-5400
大宮税務署

048-641-4945

大宮

さいたま市
のうち
西区
北区

大宮区
見沼区

浦和

さいたま市
のうち
中央区
桜区

浦和区
南区
緑区

さいたまスーパーアリーナ
2/12(金)～3/12(金)
※期間中、2/21(日)・2/28(日)の日曜日
も実施。
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支部名 地域 会場名 実施期間 実施時間 お問い合わせ先

上尾税務署 2/16(火)～3/15(月)（※土日祝を除く）
9：00～16：00
※受付終了時間

15：00

上尾税務署
048-770-1800

上尾市民体育館　 3/2(火)～3/5(金)、3/12(金)
上尾市民体育館
048-781-8111

上尾市大石公民館 3/9(火)、3/10(水)
上尾市大石公民館

048-726-6615

上尾市原市公民館　 2/24(水)～2/26(金)
上尾市原市公民館

048-721-4948

上尾市文化センター 2/16(火)～2/19(金)
上尾市文化センター

048-774-2951

桶川東公民館　　
2/12(金)、2/15(月)～2/19(金)、
2/22(月)、2/24(水)、2/25(木)

9：00～11：00
13：00～15：30
（受付時間）

桶川東公民館
048-728-7622

桶川市市民活動サポートセンター 3/1(月)～3/5(金)
10：00～12：00
13：30～15：30
（受付時間）

桶川市
市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

048-786-2400

北本市役所
2/24(水)～2/26(金)、3/1(月)～3/5(金)、
3/8(月）

9：00～15：30
（受付時間）

北本市役所
048-591-1111

吹上生涯学習センター 2/25(木)、2/26(金)、3/1(月)～3/4(木)
吹上生涯学習センター

048-548-4726

クレアこうのす 2/12(金)、2/15(月)～2/19(金)
クレアこうのす
048-540-0540

川里生涯学習センター 2/22(月)、2/24(水)
川里生涯学習センター

048-501-7122

伊奈町役場　 2/17(水)～2/19(金)、2/22(月)、2/24(水)
伊奈町役場

048-721-2111

伊奈町パブリックルーム(ウニクス伊奈内） 3/1(月)～3/3(水)
伊奈町パブリックルーム

048-722-1234

伊奈町ゆめくる 2/25(木)、2/26(金)
伊奈町ゆめくる
048-724-0717

上尾県税事務所 2/8(月)、2/9(火)　※要予約 9：00～16：00

桶川マイン 2/4(木)、2/5(金)　※要予約 10：00～16：30

イオンレイクタウン kaze3F「イオンホール」
2/8(月)～3/12(金)
※期間中、2/21(日)・2/28(日)も実施。

9：00～17：00
越谷税務署

048-965-8111

八潮メセナ 2/2(火)～2/4(木) 9:30～16:00
八潮メセナ

048-998-2500

三郷市役所 7F 大会議室 2/15(月)
三郷市役所

048-953-1111

吉川市役所2F　202・203会議室 1/25(月)～1/27(水)
吉川市役所課税課

048-982-5114

松伏町役場 第二庁舎 301会議室 2/2(火)
松伏町役場

048-991-2711

朝霞市　志木市
和光市　新座市 朝霞税務署

2/10（水）、2/12（金）、2/15（月）～2/19（金）、
2/22（月）、2/24（水）～2/26（金）、3/1（月）～
3/5（金）、3/8（月）～3/11（木）

9：00～17：00
朝霞税務署

048-467-2211

志木市役所
2/16(火)～2/19(金)、2/22(月)、2/24(水)～2/26
（金）、3/1(月)～3/5(金)、3/8(月)～3/10(水)

志木市役所
048-473-1111

和光市役所
2/16(火)～2/19(金)、3/1(月)～3/3(水)、
3/8(月)～3/10(水)

和光市役所
048-464-1111

新座市役所
2/25(木)～2/26(金)、3/1(月)～3/5(金)、
3/8(月)～3/10(水)

新座市役所
048-477-1111

志木市
和光市
新座市

上尾支部事務局
048-776-8777
予約受付期間
1/20～1/22

(受付時間10:00～15:00)

越谷

越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

朝霞

9:30～16:00

上尾

上尾市
桶川市
北本市
鴻巣市
伊奈町

9：00～15：30
（受付時間）

9:30～16:00

9：15～15：00
（受付時間）

9：00～12：00
13：00～15：00
（受付時間）


