
む り ょ う せ ん も ん か そ う だ ん か い

無料専門家相談会

がいこくじん そうだんまどぐち

さっぽろ外国人相談窓口

4/24（土）
13:00 -16:00

せんもんか むりょう がいこくじん そうだん そうだん ないよう ざいりゅうしかく ほうりつもんだい

専門家が無料で外国人の相談にのります。相談できる内容は、在留資格、法律問題、
えいじゅう きぎょう ぜいきん ねんきん ひみつ まも そうだんじかん ぷん

永住、起業、税金、年金などです。秘密は守ります。相談時間は30分です。
よやく ひつよう そうだん えいご ちゅうごくご そうだん

予約が必要です。オンライン（Zoom）でも相談できます。英語と中国語でも相談できます。
ほか げんご といあわ

他の言語についてはお問合せください。

よ う よ や く

要予約

かいじょう

会場
もうしこみ

申込
といあわ

問合せ

がいこくじん そうだんまどぐち

さっぽろ外国人相談窓口
こうざい さ っ ぽ ろ こ く さ い ない

(公財)札幌国際プラザ内
さっぽろし ちゅうおうく きた じょうにし ちょうめ さっぽろ かい

札幌市中央区北1条西3丁目 札幌MNビル ３階

TEL: 011-211-3678    
E-MAIL: tabunka (at) plaza-sapporo.or.jp

おく お か

メールを送るときは、(at)を＠に置き換えてください。

しゅさい さっぽろし さっぽろこくさい がいこくじんほうりつしえん ほっかいどうざいりゅうてつづききょうぎかい

主催：札幌市、（公財）札幌国際プラザ、外国人法律支援ネットワーク、北海道在留手続協議会
きょうりょく ほっかいどうぜいりしかい

協力：北海道税理士会
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さっぽろこくさい もうしこみ でんわ もう こ

札幌国際プラザHPの申込フォームまたは電話で申し込んでください。
やく げつまえ よやく

約１か月前から予約できます。https://www.plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/

ざいりゅうしかく へんこう

在留資格の変更
こうしん きぎょう

や更新、起業
など
ほっかいどうざいりゅうてつづききょうぎかい

【北海道在留手続協議会】
Tel  011-206-4942

かくていしんこく かいしゃ

確定申告や会社
せつりつ ぜいきん

設立など税金の
こと
ほっかいどうぜいりしかい

【北海道税理士会】
Tel  011-621-7101

りこん そうぞく しょくば

離婚、相続、職場
のトラブルなど
ほうりつ

法律のこと
がいこくじん ほうりつしえん

【外国人法律支援ネットワーク】
Tel  011-204-9535
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日時

6/26（土）
13:30 -16:30

8/21（土）
13:00 -16:00

10/16（土）
13:00 -16:00

12/11（土）
13:30 -16:30

2022 2/19（土）
13:00 -16:00



Free Professional Consultation

SAPPORO HELP DESK for Foreign Residents

4/24 SAT
13:00 -16:00

Lawyers, administrative procedure specialists, tax accountants, etc. are available 

for consultation on topics such as resident status, legal issues, permanent residency, 

starting a business, taxes, pension, etc. Your personal information will be kept 

confidential. Consultation time is 30 min. Reservations are required.

Online consultations (Zoom) are also accepted. English and Chinese interpretation 

available. Please ask for availability of other languages.

Reservation 
Required

Venue:

Apply to:

Inquiries:

Located at:

Sapporo International Communication Plaza
MN Bldg 3F Kita 1 Nishi 3 Chuo-ku, Sapporo

TEL: 011-211-3678    
E-MAIL: tabunka (at) plaza-sapporo.or.jp
Please replace (at) with ＠ when contacting via email.

Organizers: City of Sapporo, Sapporo International Communication Plaza Foundation, Hokkaido Immigration 
Procedures Consultation, Legal Service Network for Foreigners

In cooperation with Hokkaido Certified Public Tax Accountants Association

LawyersAdministrative
procedure 
specialists

Tax 
accountants

Application starts about one month before each event.
Please use our online application form on our website or call us.
https://www.plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/seminar/

Resident status, 
starting a 
business, etc.

【Hokkaido Immigration
Procedures Consultation】

Tel 011-206-4942

Tax return
procedures,
founding a 
company, etc.

【Hokkaido Certified Public Tax
Accountants’ Association】

Tel  011-621-7101

Legal matters 
such as divorce, 
inheritance, 
work-related 
problems, etc.

【Legal Service Network 
for Foreigners】

Tel  011-204-9535

MAP👆Application Form

Dates

6/26 SAT
13:30 -16:30

8/21 SAT
13:00 -16:00

10/16 SAT
13:00 -16:00

12/11 SAT
13:30 -16:30

2022 2/19 SAT
13:00 -16:00

SAPPORO HELP DESK for Foreign Residents


