
相談窓口一覧表 

（令和 2年 4月 1日現在） 

■市町 空家法、空き家税制、空き家相談窓口 

  

■空家法、空き家の適正管理、利活用等に関する相談 

山口県 住宅課 083-933-3883 山口市滝町 1-1 

 

 

 

 

市町名 部署名 電話番号 所在地 

下関市 住宅政策課 083-231-1941 下関市南部町 1-1 

宇部市 生活衛生課 0836-34-8252 宇部市常盤町 1-7-1 

山口市 生活安全課空家対策室 083-934-2915 山口市亀山町 2-1 

萩市 建築課 0838-25-2314 萩市江向 510 

防府市 

都市計画課 

空き家対策室 

0835-25-2238 防府市寿町 7-1 

下松市 住宅建築課 0833-45-1851 下松市大手町 3-3-3 

岩国市 建築住宅課 0827-29-5138 岩国市今津町 1-14-51 

光市 生活安全課 0833-72-1452 光市中央 6-1-1 

長門市 建築住宅課 0837-23-1186 長門市東深川 1339-2 

柳井市 都市計画・建築課 

0820-22-2111 

内線 237 

柳井市南町 1-10-2 

美祢市 建設課 0837-52-1116 美祢市大嶺町東分 326-1 

周南市 住宅課 0834-22-8334 周南市岐山通 1-1 

山陽小野田市 生活安全課 0836-82-1133 山陽小野田市日の出 1-1-1 

周防大島町 総務課 0820-74-1000 周防大島町小松 126-2 

和木町 企画総務課 0827-52-2136 和木町和木 1-1-1 

上関町 総務課 0820-62-0311 上関町長島 503 

田布施町 建設課 0820-52-5807 田布施町下田布施 3440-1 

平生町 産業課 0820-56-7117 平生町大字平生町 210-1 

阿武町 土木建築課 08388-2-3112 阿武町奈古 2636 



■市町空き家バンク制度、固定資産税等担当窓口 

 

 

 

 

 

 

市町名 

空き家バンク 固定資産税等 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

下関市 住宅政策課 083-231-1941 資産税課 083-231-1473 

宇部市 政策企画グループ 0836-34-8480 資産税課 0836-34-8195 

山口市 定住促進課 083-934-4646 資産税課 083-934-2930 

萩市 

おいでませ、豊か

な暮らし応援課 

0838-25-3819 課税課 0838-25-3485 

防府市 

都市計画課 

空き家対策室 

0835-25-2238 課税課 

家屋係

0835-25-2196 

土地係 

0835-25-2195 

下松市 ― ― 

税務課 

固定資産税係 

0833-45-1816 

岩国市 中山間地域振興課 0827-29-5012 課税課 

0827-29-5055 

0827-29-5056 

光市 企画調整課 0833-72-1407 

税務課 

資産税係 

0833-72-1435 

長門市 企画政策課 0837-23-1229 

税務課 

固定資産税係 

0837-23-1125 

柳井市 地域づくり推進課 

0820-22-2111  

内線 461 

税務課 

0820-22-2111  

内線 135 

美祢市 企画政策課 0837-52-1112 税務課 0837-52-5234 

周南市 地域づくり推進課 0834-22-8336 課税課 0834-22-8269 

山陽小野田市 ― ― 税務課 0836-82-1127 

周防大島町 政策企画課 0820-74-1007 税務課 0820-74-1008 

和木町 企画総務課 0827-52-2136 税務課 0827-52-2193 

上関町 総合企画課 0820-62-0316 総務課税務係 0820-62-0313 

田布施町 経済課 0820-52-5805 税務課 0820-52-5804 

平生町 地域振興課 0820-56-7120 税務課 0820-56-7114 

阿武町 まちづくり推進課 08388-2-3111 

戸籍税務課 

税務係 

08388-2-0500 



 

■住宅耐震相談・耐震補助窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部署名 電話番号 

下関市 住宅政策課 083-231-1941 

宇部市 建築指導課 0836-34-8434 

山口市 開発指導課 083-934-2847 

萩市 建築課 0838-25-3693 

防府市 建築課 0835-25-2337 

下松市 住宅建築課 0833-45-1851 

岩国市 建築住宅課 0827-29-5138 

光市 建築住宅課 0833-72-1549 

長門市 建築住宅課 0837-23-1186 

柳井市 都市計画・建築課 

0820-22-2111 

内線 236 

美祢市 建設課 0837-52-1116 

周南市 住宅課 0834-22-8334 

山陽小野田市 建築住宅課 0836-82-1167 

周防大島町 総務課 0820-74-1000 

和木町 都市建設課 0827-52-2197 

上関町 土木建築課 0820-62-0315 

田布施町 建設課 0820-52-5807 

平生町 建設課 0820-56-7118 

阿武町 土木建築課 08388-2-3112 



■県内の税務署（国税庁 広島国税局） 

 

■山口地方法務局（本局、支局、出張所） 

  山口地方法務局では、登記に関する相談を「予約制」で受け付けています。 

  事前に電話等で予約してください。 

 

 

所在地 

電話番号 

(自動音声案内) 

管轄地域 

厚狭 山陽小野田市大字鴨庄 111-1 0836-72-0180 美祢市、山陽小野田市 

岩国 岩国市麻里府町 7 丁目 9-37 0827-22-0111 岩国市、玖珂郡 

宇部 宇部市常盤町 1 丁目 8-22 0836-21-3131 宇部市 

下関 

下関市竹﨑町 4 丁目 6-1 

下関地方合同庁舎 

083-222-3441 下関市 

徳山 周南市今宿町 2 丁目 35 0834-21-1010 下松市、周南市 

長門 長門市東深川 964-1 0837-22-2441 長門市 

萩 萩市唐樋町 3-7 0838-22-0900 萩市、阿武郡 

光 光市虹ヶ浜 3 丁目 10-1 0833-71-0166 光市、熊毛郡 

防府 防府市緑町 1 丁目 2-12 0835-22-1400 防府市 

柳井 柳井市柳井 3745-1 0820-22-0277 柳井市、大島郡 

山口 山口市中河原町 6-16 083-922-1340 山口市 

 

所在地 登記相談予約電話番号 管轄【不動産】 

本局 

（登記部門） 

山口市中河原町 6-16 

（山口地方合同庁舎２号館） 

083-922-2295 

音声ガイダンス③→① 

山口市、防府市 

周南支局 周南市周陽 2 丁目 8-33 

0834-28-0244 

音声ガイダンス②→① 

周南市、下松市、 

光市 

萩支局 

萩市平安古町 599-3 

（萩地方合同庁舎） 

0838-22-0478 

萩市、長門市、 

阿武町 

岩国支局 岩国市錦見 1 丁目 16-35 

0827-43-1125 

音声ガイダンス②→① 

岩国市、和木町 

下関支局 

下関市竹崎町 4 丁目 6-1 

（下関地方合同庁舎） 

083-234-4000 

音声ガイダンス②→① 

下関市 

宇部支局 

宇部市新町 10-33 

（宇部地方合同庁舎） 

0836-21-7211 

音声ガイダンス②→① 

宇部市、 

山陽小野田市、 

美祢市 

柳井出張所 柳井市東土手 5-1 0820-22-1198 

柳井市、田布施町、 

平生町、上関町、 

周防大島町 



■専門家相談先 

相談内容 相談先 団体 HP 電話番号 

土地・建物の相続登記、 

成年後見、相続財産管理

人、不在者財産管理人、 

家族信託に関すること 

山口県司法書士会 

http://www.ymg-sihousyosi.or.jp/ 

（司法書士会員名簿が掲載されていま

す。） 

083-924-5220 

税金に関すること 中国税理士会 

http://www.chuzei.or.jp/ 

（http://www.chuzei.or.jp/roster/index

.html会に所属する税理士を検索できま

す。） 

※税金に関する簡単な

相談（20 分程度）税理

士に相談していないも

のに限る 

0120-927-370 

土地・建物の売買、賃貸

等に関すること 

一般社団法人 

山口県宅地建物取引業協会 

http://www.ymg-takken.or.jp/ 

083-973-7111 

 

下関 

支部 

電話にて予約受付 

相談日時は受付後に調整

のうえ決定 

083-254-5350 

下関市武久町 1-43-4 

宇部 

支部 

電話にて予約受付 

予約時に相談日決定 

0836-32-8188 

宇部市常盤町 2-3-23 

萩 

支部 

電話にて予約受付 

（平日 10～13 時） 

予約時に相談日決定 

0838-25-9828 

萩市土原沖田 490-3 

山口 

支部 

電話にて予約受付 

相談日時は受付後に調整

のうえ決定 

083-923-3290 

山口市本町 1-3-8 

防府 

支部 

原則第１・第３金曜日 

《予約必要》 

予約時に相談日決定 

0835-24-2188 

防府市駅南町 6-48 

周南 

支部 

電話にて予約受付 

相談日時は受付後に調整

のうえ決定 

0834-31-3170 

周南市大字徳山 

5578-1 

柳井 

支部 

電話にて予約受付 

（平日 10～15 時） 

予約時に相談日決定 

0820-23-2389 

柳井市南町 3-8-4 

荒田ビル 2 階 

岩国 

支部 

原則第１・第３金曜日 

電話にて予約受付 

予約時に相談日決定 

0827-23-0621 

岩国市山手町 1-9-16

安田ビル 203 

公益社団法人 

全日本不動産協会山口県本部 

http://www.yamaguchi.zennichi.or.jp/ 

083-974-2103 



相談内容 相談先 団体 HP 電話番号 

建物の表題・変更・滅失

登記、境界の調査・確認

に関すること 

山口県土地家屋調査士会 

http://www.chousashi.net/ 

 

083-922-5975 

 

ガイドブックページ、内容 団体名、HP 

P11 

遺言書 

日本公証人連合会 

http://www.koshonin.gr.jp/ 

P26 

安心 R 住宅  

登録事業者団体一覧 

国土交通省 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku

_house_tk2_000038.html 

P27 

住宅リフォーム事業者団体登録

制度 

国土交通省 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku

_house_tk4_000090.html 

P28 

シロアリの被害の有無 

公益社団法人 日本しろあり対策協会 

http://www.hakutaikyo.or.jp/ 

P28 

インスペクション実施者 

H29.2 国土交通省が創設した「既

存住宅状況調査技術者講習制

度」に基づいた講習会受講者の

掲載 

各団体の HP から本県に所属するインスペクション（既

存住宅状況調査）実施者を検索できます。 

○一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 

http://kashihoken.or.jp/ 

○公益社団法人 日本建築士会連合会 

http://www.kenchikushikai.or.jp/ 

〇一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会 

http://house-inspector.org/ 

〇一般社団法人 日本木造住宅産業協会 

http://www.mokujukyo.or.jp/ 

〇一般社団法人 日本建築士事務所連合会 

http://www.njr.or.jp/ 

P30 

山口県知事許可建設業者 

国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索シス

テム」 

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/ 

P30 

解体工事業者登録名簿 

山口県土木建築部監理課 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18100/kensetsu

/201610140004.html 

  


