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      岩手県行政書士会 

       会長 中 澤 弘 文 

 

     新年を迎えて 
 
新年あけましておめでとうございます。 
年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。 
昨年は６月、７月と続けて２度大きな地

震が発生し、特に県南地区は甚大な被害を

被り、未だ復旧に時間がかかっております。 
また、社会情勢は世界的な金融不安によ

る景気の後退、さらに岩手県においても、

不正経理問題が発覚するなど、文字通り「揺

れた」年でありました。 
 我々の業界を振り返りますと、昨年は行

政書士法の一部改正が行われ、行政手続法

における聴聞又は弁明の機会の付与等の手

続に関して、弁護士法７２条に規定する法

律事務に該当するものを除き代理すること

を行政書士業務とすることが明文化され、

昨年７月 1日より施行されております。 
 この法改正により、今までの許認可等の

申請から聴聞・弁明手続きまで一貫して行

政書士が担うこととなり、一段と行政書士

の役割が期待されるところであります。 
その一方で、我々を取り巻く環境も日々

変化しつつあります。 
書類の作成を生業とする我々ですが、混

沌、複雑化する社会情勢の変化をいち早く

見定め、顧客のニーズに応ずるための業務

遂行能力を磨かねばなりません。 
 
 

 
 
 
 
このような状況に鑑み、昨年は様々な角

度から業務遂行能力向上のアプローチを試

みております。 
一例を挙げますと、東北地区単位会の業

務担当者レベルで情報交換会を開催し、他

県研修会への相互参加を実現することで、

他県会員との交流や情報交換を推進しまし

た。 
また、昨年から引き続き、基本業務研修

と並行し、これから注目すべき成年後見関

係業務の研修などを実施しております。 
会員の皆様におきましても、研修会等へ

の参加により自らの業務遂行能力向上と高

い職業倫理の確立に努めていただきたいと

存じます。 
最後になりますが、長引く不況は、会員

の皆様にも大きな影響を与えていると思い

ます。その点を充分踏まえた上で、適切・

迅速な情報提供に努めてまいりたいと存じ

ます。 
今年におきましては、さらなる行政書士

制度のＰＲ、会員の資質・能力担保向上施

策を推し進めるとともに、副会長はじめ役

員の方々とともに、会運営に尽力いたす所

存であります。 
本会の運営にご理解とご協力を賜りたく

お願い申し上げます。 
          平成２１年吉日 
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「無資格業務実施者情報、代理申請、電子申請に関するアンケート」 
結果の集計について 

 
平成１９年１２月１７日付岩行発第９１号において発出された上記アンケート結果を抜

粋して掲載します。報告書全文は事務局にありますので、お読みになりたい方は事務局ま

でお問い合わせください。 
 
１．アンケートの目的 
 本アンケートは無資格者による行政書士行為の現状を把握するため、具体的な事例の情

報収集と関係官公署や団体等へ対応するための基礎資料とする目的により実施した。 
 また、平成１４年７月の行政書士法改正により行政書士は代理権を獲得し、さらに近年

国及び岩手県での電子申請システムが稼動したことで電子申請の分野においても無資格者

による行政書士行為が懸念される。 
そこで関係官公署等への要望・提案を効果的に実施するために代理申請と電子申請の利

用実態を把握することも併せて実施した。 
 
２．アンケートの概要 
実施アンケートの概要は次の通りである。 

対     象  岩手県行政書士会 全会員 
アンケート内容  １．無資格業務実施者の情報について 
         ２．官公署許認可代理申請の実施状況について 
         ３．官公署電子申請の利用状況について 
         ４．上記に係る意見・要望等 
アンケート方法  項目選択、記名式 
 
３．アンケート結果 
 平成２０年２月８日におけるアンケートの回答数は１０８件であった。平成１９年１２

月３１日現在の会員数を分母とする回収率は、37.6%である。 
 各支部における回答数及び回答率は次表の通りである。 
 

支　部
盛  岡
紫  波
花  巻
北  上
水  沢
一  関
大船渡
遠  野
釜  石
宮  古
久  慈
二  戸
全  県

会員数 回答数 回答率
94 34 36.2%
26
14
13
30
23
9
11
8
20
20
19
287

12
5
6
11
8
3
6
2
10
5
6

108

46.2%
35.7%
46.2%
36.7%
34.8%
33.3%
54.5%
25.0%
50.0%
25.0%
31.6%
37.6%
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３－１ 無資格業務実施者の情報について 
  無資格業務実施者の情報は計９件が報告された。 
  寄せられた情報によると、自動車販売会社による車庫証明・自動車登録、土地家屋調

査士や住宅会社による農地転用、個人による建設業関係であった。 
 
３－２ 代理申請の実施状況アンケートについて 
 （１）15 種の官公署許認可主要業務について、代理申請の実施状況を調査した。 
  回答は「業務未経験」「全て代理」「代理多い」「半分代理」「代理少し」「代理なし」の

５項目について、回答する方式とした。 
  なお、「半分代理」「代理少し」「代理なし」の場合は、その理由を「消極的理由」欄に

記入することとした。 
（２）さらに、上記において、代理申請をした際に、困った事情が発生したか、意見を

記入することとした。 
   

調査した各官公署許認可主要業務は次の通りである。 
  ①車庫証明関係 
  ②自動車登録関係 
  ③運送業関係 
  ④道路通行許可関係 
  ⑤建設業関係 
  ⑥入札参加資格関係 
  ⑦宅建業関係 
  ⑧産廃業関係 
  ⑨農地法関係 
  ⑩風営・飲食店関係 
  ⑪古物商関係 
  ⑫貸金業関係 
  ⑬開発行為関係 
  ⑭定款認証関係 
  ⑮契約書作成関係 

上記の他、「その他」の項目を設けて調査したが、本調査の結果からは割愛する。 
 

  



行政書士いわて ２００９年１月号 

－5－ 

 
３－３ 代理申請状況アンケート結果 
代理申請の実施状況について、15 の主要業務における代理申請の実施状況について調査し

た。 
 （１）全体 
  各主要業務を合計した全体の回答については次の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、各主要業務に対し、「業務未経験」との回答が全体の 63%を占めている。次に「代

理なし」17.0%、「全て代理」12.1%、「代理多い」3.8%、「代理少し」3.6%、「半分代理」0.7%
の順となっている。 

 
（各主要業務における代理申請の実施状況及び代理申請をした際に、困った事情が発生した

かの意見については割愛する。） 
 
４．電子申請の利用状況アンケート結果 
電子申請の利用状況について、国関係及び岩手県関係について調査した。 
 

４－１ 電子申請の利用状況アンケートについて 
   回答は「業務未経験」「全て電子」「電子多い」「半分電子」「電子少し」「電子なし」の

５項目について、回答する方式とした。 
  調査した電子申請項目は次の通りである。 
 （１）国関係 
  ①無線局免許等申請等（総務省独自システム） 
  ②総務省 e-Gov 電子申請全般 
  ③電子定款の作成認証（法務省オンラインシステム） 
  ④不動産・商業法人登記事項証明書交付申請（法務省オンラインシステム） 
  ⑤成年後見制度登記事項証明書等交付申請（法務省オンラインシステム） 
  ⑥OSS 自動車新規登録・検査申請（国土交通省独自システム） 
  ⑦特殊車両通行許可申請（国土交通省独自システム） 
  ⑧宅建業免許申請等（国土交通省独自システム） 
  ⑨入札参加資格申請（国土交通省インターネット一元受付） 
  ⑩国土交通省汎用オンライン申請全般 
  ⑪e-Tax 電子申告（財務省） 
   
 

①～⑮全体
回答数 比率

業務未経験 1017 62.8%
全て代理 196 12.1%
代理多い 62 3.8%
半分代理 11 0.7%
代理少し 59 3.6%
代理なし 275 17.0%

合　　計 1620

代理申請実施状況（全体）

業務未経験全て代理

代理多い

半分代理

代理少し

代理なし

業務未経験

全て代理

代理多い

半分代理

代理少し

代理なし
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回答数 比率
業務未経験 748 68.1%
全て電子 13 1.2%
電子多い 4 0.4%
半分電子 4 0.4%
電子少し 5 0.5%
電子なし 325 29.6%

合　　計 1099

①～⑪全体 電子申請利用状況
（国関係全体）

業務未経験
全て電子

電子多い

半分電子

電子なし

電子少し

業務未経験

全て電子

電子多い

半分電子

電子少し

電子なし

 
（２）岩手県関係 

①県外産業廃棄物搬入事前協議書関係 
②産業廃棄物処理業（収集運搬、処分）許可、届出関係 

  ③産業廃棄物処理施設設置等許可、届出関係 
  ④自動車リサイクル法（引取業、フロン回収業、解体業、破砕業）関係 
  ⑤入札参加資格（工事、建設関連業務）申請、届出関係 
  ⑥河川占有等許可、届出関係 
  ⑦法人・個人の事業開始等申告書関係 
  ⑧県税の納税証明書交付請求関係 
  ⑨農地等の不動産取得税関連申請、届出関係 

上記の他、「その他」の項目を設けて調査したが、本調査の結果からは割愛する。 
 
４－２ 国関係電子申請利用状況アンケート結果 
まず、各申請項目に対し、「業務未経験」との回答が全体の 68%を占めている。次に「電

子なし」29.6%、「全て電子」1.2%、「電子少し」0.5%、「電子多い」と「半分電子」0.4%
の順となっている。 
 上記結果から、「業務未経験」を除くと、ほとんど「電子なし」という回答になって 
いる。電子申請の利用状況を調査するため、「業務未経験」と「電子なし」の回答を除 
くと、全体件数は 26 件である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
４－３ 岩手県関係の電子申請利用状況 
 岩手県電子申請利用状況は、国の電子申請利用状況と同じように、各申請項目に対し、

「業務未経験」との回答が全体の 67%を占めている。 
次に「電子なし」31.8%、「電子少し」0.8%、「半分電子」0.2%「電子多い」と「全て電

子」0.1%との順となっている。 
 上記結果から、「業務未経験」を除くと、ほとんど「電子なし」という回答になって 
いるため、４－２と同様、電子申請の利用状況を調査するため、「業務未経験」と「電 
子なし」の回答を除くと、全体件数は 11 件である。 
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５．まとめ 
（１）代理申請状況について 
 ３－３で述べた通り、代理申請状況についてアンケート結果を取り纏めた。 
 その結果、官公署許認可申請については、申請業務によって、「代理多い」、「代理なし」

の申請方法に区分される。 
 この状況を下の図に示す。 
 この図から、代理申請の多い業務は、建設業関係、産廃業関係、入札参加資格関係、農

地法関係、電子定款作成認証関係であった。 
逆に代理申請の少ない業務としては、車庫証明関係、自動車登録関係、風営・飲食店関

係、古物商関係となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）電子申請利用状況について 
 電子申請の利用状況については、「業務未経験」の回答が多いこともあり、国及び岩手

県関係双方の利用率は非常に低い。 
 また、電子申請にはメリットがない、使い勝手が悪いなどの意見が寄せられている。  

 

①～⑨全体
回答数 比率

業務未経験 597 67.0%
全て電子 1 0.1%
電子多い 1 0.1%
半分電子 2 0.2%
電子少し 7 0.8%
電子なし 283 31.8%

合　　計 891

電子申請利用状況
（岩手県関係全体）

業務未経験

電子なし

全て電子
電子多い

半分電子

電子少し

業務未経験

全て電子

電子多い

半分電子

電子少し

電子なし

①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
全て代理

半分代理

代理なし

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

(%)

業務別申請実施状況

全て代理

代理多い

半分代理

代理少し

代理なし
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  平成２０年度行政書士制度広報月間 
  

今年度も「行政書士制度広報月間」が実施

されました。 

 「強調月間」から「広報月間」に改称し、

２年目になりますが、例年通り９月を準備

月間とし、正副会長及び広報監察部にて官

公庁と報道関係を訪問し、制度の趣旨につ

いて説明し理解を求めるとともに月間の推

進に協力をお願いしました。 

 本会においては、１０月１日に本会事務

局において行政書士電話無料相談を、３日

には盛岡市のホットラインサカナチョウに

て行政書士街頭無料相談を実施、さらに、

各支部においても無料相談会を開催し、大

いに行政書士制度をＰＲしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

本会の電話無料相談件数は、計８件で、

主な相談内容は相続、不動産関係など権利

義務に関するものでした。 

 また、街頭無料相談には２１件の相談が

あり、うち相続関係に関する案件が多数を

占めました。 

件数は少ないものの相談内容は多様化か

つ複雑化してきており、身近な相談相手と

して市民のニーズに応えるためにさらに研

鑚を積むとともに、今後の月間の活動方法、

ＰＲ方法について検討を加えて、工夫して

いく必要があるようです。 

会員の皆様におかれましても、日頃から

各会員が積極的に行政書士制度をＰＲして

いただくようお願いいたします。 

（広報監察部 筒井 寧） 

  

街頭で無料相談に応じる会員 
（ホットラインサカナチョウにて） 
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平成２０年１２月３１日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
及川 弘（紫波支部） 

事務所 矢巾町流通ｾﾝﾀｰ南二丁目 8 番 3 号 
電 話 ０１９－６３７－８１２５ 
平成２０年７月１５日 登録・入会 
 

堺田 幸志（盛岡支部） 
事務所 盛岡市中央通一丁目 6 番 30 号 
            パレ日影門 607 
電 話 ０１９－６５２－７９１０ 
平成２０年７月１５日 登録・入会 
 

西村 秀雄（久慈支部） 
事務所 久慈市侍浜町桑畑第 5 地割 
               40 番地 27 
電 話 ０１９４－５８－２７７５ 
平成２０年７月１５日 登録・入会 
 

小笠原 清晃（二戸支部） 
事務所 二戸市堀野字大川原毛 52 番地 1 
電 話 ０１９５－２３－３６３０ 
平成２０年８月１日 登録・入会 

 
永田 依津子（花巻支部） 

事務所 花巻市桜町三丁目 53 番地 
電 話 ０１９８－２２－７５７６ 
平成２０年９月１日 登録・入会 
 

松﨑 勝見（紫波支部） 
事務所 紫波町吉水字中村 67 番地 
電 話 ０１９－６７３－８０６９ 
平成２０年１０月１５日 登録・入会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米澤 剛（紫波支部） 
新事務所 行政書士 村松 哲事務所 
 

三浦 寛司（盛岡支部） 
新事務所 三浦・佐々木行政書士事務所 
新 住 所 盛岡市駅前西通一丁目 
            6 番 12-201 号    
 

佐々木 達也（盛岡支部） 
新事務所 三浦・佐々木行政書士事務所 
新 住 所 盛岡市駅前西通一丁目 

            6 番 12-201 号 
 

 鈴木 京子（盛岡支部） 
新事務所 行政書士 鈴木事務所 

 
神山 重久（水沢支部） 

新 住 所  奥州市水沢区大鐘町一丁目 3-2 
 

小野寺 弘文（一関支部） 
新 住 所 一関市千厩町千厩字前田 
               79 番地 5 
 

渋谷 幸男（水沢支部） 
新 電 話 ０１９７－２２－３３２３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩渕 勝（紫波支部） 
  平成２０年８月４日 退会 
 

松田 隆（遠野支部） 
  平成２０年８月７日 退会 
 

 菅原 公男（大船渡支部） 
  平成２０年９月３０日 退会 
 
      小野寺 哲男（紫波支部） 
  平成２０年１２月３日 退会 
 
 

会員の動向 
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平成２０年７月                         

3 川徳無料相談  10：00～16：00 
  筒井寧会員   
11 中央研修所運営会議 於：日行連 
  10：00～12：００ 中澤会長出席  
16 第 6 回正副会長会議  於：事務局 
  11：00～13：00 中澤会長以下 6 名  
（千葉副会長、中屋敷副会長、十文字副会長、 
 及川相談役、原田相談役）   
 車庫証明業務の取り組みについて   
17 日行連業務連絡会 於：日行連 
  13：00～17：00 中澤会長出席   
18 日行連業務連絡会 於：日行連 
  10：00～12：00 中澤会長出席   
  行政書士試験説明会 於：八重洲富士屋ホテル    
  13：30～16：30 
  中澤責任者、宮野事務局長出席   
23 日行連理事会 於：日行連 
  13：30～ 中澤会長出席    
  第２回成年後見検討委員会 
  於：アイーナ会議室 604 14：00～18：00 
  岡田委員長以下 4 名 
  成年後見制度の利用支援を行う組織立上げの原 
 案作成、研修計画の概要作成、組織の規約原案作 
 成、日行連第二業務部の成年後見関連事項の報告、 
 損害保険付保の考え方の検討   
  移動外国人相談会 於：宮古市 
             横山 勝会員  
24 日行連理事会 於：日行連 
  10：45～12：00 中澤会長出席 
27 移動外国人相談会 於：一関市 
           佐藤啓郎会員  
29 第１回綱紀委員会 於：事務局 
  小野寺委員長以下 5 名     
  綱紀委員会活動報告、綱紀委員長、副委員長の 
 互選について 
 

平成２０年 ８月 
 4 第 3 回業務研修会 
  於：いわて県民情報交流センター5 階 501   
  13：00～17：00 中屋敷副会長以下 78 名 
  行政書士が受ける相続実務   
  講師：東京都行政書士会 
     鎌田寛二副会長 

 
 
 
 
7 ICT 推進委員会 於：日行連 
  13：30～17：00 中澤会長出席   
  川徳無料相談 10：00～16：00 
  廣嶼文哉会員   
8 ICT 推進委員会 於：日行連 
   9：30～12：30 中澤会長出席   
   第 3 回総務・経理部部会 於：事務局 
  13：30～15：30 千葉副会長以下 6 名   
   旅費規程、経理規程、等各規程について  
   総会審議規程、総会次第書について  
22 第 7 回正副会長会・広報監察部長会 
   於：事務局 13：30～16：30 
   中澤会長以下 5 名  
   理事会・支部長会・幹事会・相談役会の対応 
  について、広報月間について  
29 第 3 回理事会 於：ホテル森の風鶯宿 
  13：00～15：30 中澤会長以下 17 名  
  第 2 回支部長会・幹事会 
  於：ホテル森の風鶯宿 15：45～17：00  
  中澤会長以下 24 名  
  各部・各委員会からの進捗状況について、広報 
 月間の取組みについて  
  第 2 回相談役会 於：ホテル森の風鶯宿 
  17：00～17：30 中澤会長以下 8 名  
  広報月間の取組みについて  
  

平成２０年 ９月 
 4 川徳無料相談 10：00～16：00 
  細川榮子会員  
 8 行政書士制度広報月間に伴う官庁、 
  報道関係訪問  
  10：00～12：00、13：30～16：30  
  県知事部局以下１0 件、岩手県警察本部 
  以下 3 件  
  中澤会長、千葉副会長、中屋敷副会長  
  岩手日報社以下 12 件       
  十文字副会長、筒井広報・監察部長  
  東北運輸局岩手運輸支局以下 8 件  
  中澤会長、中屋敷副会長、十文字副会長、 
  筒井広報・監察部長  
11 移動外国人相談会 於：奥州市 広野善弘会員 
 
 
 

本 会 の 動 き 
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17 東北地方協議会会長会（～18 日） 
  於：田沢湖プラザホテル山麓荘  
  中澤会長出席  
24 全国総務部長会（～25 日） 
  於：日行連 13：30～17：00  
  田村 格総務・経理部長出席  
29 第４回業務研修会 
  於：農林会館７階第 1 会議室 13：30～16：30 
  千葉副会長以下 29 名  
  改正道路運送車両法について、 
  自動車登録業務の基礎知識について  
  講師：宝木久男会員  
 
 平成２０年 １０月                                               
1 行政書士制度広報月間電話無料相談 
  於：事務局 10：00～16：00   
  千葉副会長以下 4 名 
2 川徳無料相談 10：00～16：00 
  髙橋裕会員  
3 行政書士制度広報月間街頭無料相談 
  於：ﾎｯﾄﾗｲﾝ肴町いさごだ前  
  13：00～16：00 中澤会長以下 6 名  
8 中央研修所運営会議 於：日行連 
  13：30～16：00 中澤会長出席  
9 知的財産権実務研修会（～10 日） 
  於：日行連 13：00～16：40  
  髙橋 裕会員、広野善弘会員出席  
  第２回選挙管理委員会 
  於：事務局 13：30～15：00 
  千葉委員長以下３名  
  役員選任規則及び細則の改正等について、 
  平成２１年度に開催される役員選挙のスケジュ

ールについて  
11 第２回企画開発部・第３回成年後見検討委員会 
 合同部会 於：農林会館７階第 2 会議室 
  11：00～17：00 中澤会長以下 6 名  
 新入会員研修について、 
 全国新入会員集合研修への派遣について、  
 全国成年後見研修会資料について  
15 ICT 委員会（～16 日） 於：日行連 
  中澤会長出席  
23 新入会員研修（～24 日） 於：仙台 
  中澤会長・野尻企画開発部長出席  
  全国事務局長会議 於：日行連 
  13：30～17：00 宮野事務局長出席 
 
 

  
24 登録担当職員連絡会 於：日行連 
  10：00～15：00 宮野事務局長出席  
  士業懇談会 14：00～ 於：ニューカリーナ  
  中澤会長以下 5 名出席  
31 第 7 回正副会長会 於：事務局 
  10：00～12：00 中澤会長以下 5 名  
  平成 20 年度行政書士試験説明会の対応につい 
 て、今後の日程について  
  行政書士試験説明会 
  於：農林会館 7 階第 2 会議室 13：30～16：00   
  中澤責任者以下 34 名  
 

平成２０年 １１月 
6 川徳無料相談会 10：00～16：00 
  二ッ神厚子会員  
9 行政書士試験 9：00～17：00 
  於：岩手大学工学部  
  中澤試験責任者以下 34 名  
12 日行連理事会(～13 日） 
  於：熱海後楽園ホテル 13：00～17：00  
  中澤会長出席  
15 第 3 回企画開発部・ 
  第 4 回成年後見検討委員会合同部会  
  於：農林会館７階第 2 会議室 10：00～17：00  
    中屋敷副会長以下 6 名  
  移動外国人相談会 於：二戸市 
  中澤会長、小笠原忠会員  
17 日行連と東北地方協議会との連絡会(～18 日）  
   於：福島 磐梯熱海   
  14：00～  中澤会長以下４名  
22 移動外国人相談会 於：陸前高田市 
  広野善弘会員、休石庄太郎会員  
26 成年後見研修会（～27 日） 於：日行連 
  12：00～17：00 中澤会長以下 3 名  
  第 4 回総務・経理部会 13：30～16：30 
  於：事務局 千葉副会長以下 7 名  
  補助者規程・総会議事運営規程等について、 
  新年のつどいについて、  
  中間監査について  
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自動車の登録、検査手続についてのお願い 

 
「３月は窓口が混雑します。手続は早めに済ませてください。」 

 
       東北運輸局岩手運輸支局 
      紫波郡矢巾町流通センター南二丁目８－５ 
      電話 ０５０－５５４０－２０１０ 

  
毎年、自動車の登録、検査手続（名義変更、住所変更、廃車、車検等）をされる方が３月に集中し、

特に下旬がピークになります。このため、窓口や車検場が大変混雑し、申請者の方に長時間お待ちいた

だく状態となっております。 
 これらの手続は、早めに、できるだけ２月中に済ませていただきたく、皆様方にお願いいたします。 
 また、電話による問い合わせ件数も増加し、電話がつながらなくなる状態となりますので、このよう

な場合には「岩手運輸支局ホームページ」をご覧ください。 
 
 窓口の受付時間等については、次のとおりです。 
 １ 窓口の受付時間 
    平日 午前 ８：４５～１２：００、午後 １：００～４：００ 
    土･日・祝日は休みです。 
２ 岩手運輸支局ホームページ       http://www.tht.mlit.go.jp/it/it-index.htm 
３ 自動車登録、検査テレホンサービス   電話 ０５０－５５４０－２０１０ 
４ 車検予約システム           電話 ０５０－５５４０－２１１０ 
                     http://kensayoyaku.mlit.go.jp 
５ 軽自動車の窓口 
   軽自動車協会岩手事務所 
    盛岡市湯沢１６地割１５－１０        電話 ０１９－６３９－８０１１ 
    軽自動車の申請手続・検査テレホンサービス  電話 ０１９－６３２－１１４３ 

 
 
 
 

開運橋について 
盛岡の玄関口、盛岡駅前に流れる北上川に架かる橋が「開運橋」です。 
開運橋は、別名「二度泣き橋」とも呼ばれています。これは、転勤などで初めて盛岡を訪れ開運橋を渡る

際「なんて遠い所まで来てしまったのだろう」と一度泣き、転勤期間を終えて盛岡を去る際、再びこの橋

を渡って盛岡駅へ向かう途中、今度は離れ難い想いが込み上げてきて、もう一度泣くというエピソードか

らきています。 


