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平成 28 年 １ 月 14 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２ 　号）

　　　　告　　　示
○公有水面埋立ての免許の出願 （河　川　課）　１

石川県告示第８号
　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定により、次のとおり公有水面の埋立ての免許の出願が
あった。

　なお、同法第２条第２項各号に掲げる事項を記載した書面及び関係図書は、平成28年１月14日から同年２月３日ま
で石川県土木部河川課及び石川県中能登土木総合事務所維持管理課において縦覧に供する。

　　平成28年１月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　出願年月日

　　平成27年11月11日
２　出願者の名称

　　石川県

３　埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

　⑴　埋立区域

　　ア　位置

　　　ア　Ａ区
　　　　 　七尾市中島町外ナ77番からイ29番８に接する無番地を経てソ45番４に接する無番地までの間の地先公有水

面

　　　イ　Ｂ区
　　　　 　七尾市中島町田岸イ１番１に接する国有海浜地からヘ105番を経てヘ103番１までの間の地先公有水面
　　　ウ　Ｃ区
　　　　 　七尾市中島町田岸ヘ27番２の１に接する国有海浜地からヘ32番乙１に接する国有海浜地を経てヘ36番１ま

での間の地先公有水面

　　イ　区域

　　　ア　Ａ区
　　　　 　次の各地点のうち①の地点から㉓の地点までを順次に結んだ線並びに㉓の地点から㊸の地点及び①の地点

と㊸の地点を結ぶ平成27年の秋分の満潮位（T.P.+0.42ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれ
た区域

　　　　①の地点　 　七尾市中島町田岸イ10－２地内の石川県設置３級基準点基－２（北緯37度09分17秒2132、東経
136度52分51秒2448）から223度21分04秒138.34ｍの地点

　　　　②の地点　 　①の地点から199度43分58秒　　8.82ｍの地点
　　　　③の地点　 　②の地点から199度43分15秒　　9.93ｍの地点
　　　　④の地点　 　③の地点から199度02分32秒　　9.93ｍの地点
　　　　⑤の地点　 　④の地点から197度41分53秒　　9.81ｍの地点

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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　　　　⑥の地点　 　⑤の地点から195度53分16秒　　9.81ｍの地点
　　　　⑦の地点　 　⑥の地点から193度43分08秒　　7.75ｍの地点
　　　　⑧の地点　 　⑦の地点から191度59分14秒　　5.84ｍの地点
　　　　⑨の地点　 　⑧の地点から190度15分33秒　　5.84ｍの地点
　　　　⑩の地点　 　⑨の地点から187度58分11秒　　9.71ｍの地点
　　　　⑪の地点　 　⑩の地点から185度06分23秒　　9.71ｍの地点
　　　　⑫の地点　 　⑪の地点から183度05分30秒　　3.93ｍの地点
　　　　⑬の地点　 　⑫の地点から181度35分32秒　　7.77ｍの地点
　　　　⑭の地点　 　⑬の地点から179度41分52秒　　7.77ｍの地点
　　　　⑮の地点　 　⑭の地点から177度55分31秒　　9.86ｍの地点
　　　　⑯の地点　 　⑮の地点から176度34分31秒　　9.86ｍの地点
　　　　⑰の地点　 　⑯の地点から175度45分51秒　　7.01ｍの地点
　　　　⑱の地点　 　⑰の地点から175度30分08秒　　7.01ｍの地点
　　　　⑲の地点　 　⑱の地点から175度29分26秒　　5.95ｍの地点
　　　　⑳の地点　 　⑲の地点から175度55分21秒　 10.10ｍの地点
　　　　㉑の地点　 　⑳の地点から177度01分11秒　 10.10ｍの地点
　　　　㉒の地点　 　㉑の地点から178度53分38秒　 10.26ｍの地点
　　　　㉓の地点　 　㉒の地点から181度26分53秒　 10.37ｍの地点
　　　　㉔の地点　 　㉓の地点から276度50分15秒　　8.55ｍの地点
　　　　㉕の地点　 　㉔の地点から349度12分21秒　　9.34ｍの地点
　　　　㉖の地点　 　㉕の地点から349度13分48秒　 10.70ｍの地点
　　　　㉗の地点　 　㉖の地点から349度14分10秒　 18.95ｍの地点
　　　　㉘の地点　 　㉗の地点から349度09分49秒　 20.15ｍの地点
　　　　㉙の地点　 　㉘の地点から349度24分02秒　 32.15ｍの地点
　　　　㉚の地点　 　㉙の地点から 79度24分32秒　　1.49ｍの地点
　　　　㉛の地点　 　㉚の地点から348度48分53秒　 10.36ｍの地点
　　　　㉜の地点　 　㉛の地点から 66度52分18秒　　0.32ｍの地点
　　　　㉝の地点　 　㉜の地点から　8度26分00秒　 21.63ｍの地点
　　　　㉞の地点　 　㉝の地点から 14度07分38秒　 12.99ｍの地点
　　　　㉟の地点　 　㉞の地点から　2度39分60秒　 20.87ｍの地点
　　　　㊱の地点　 　㉟の地点から 33度17分15秒　　0.47ｍの地点
　　　　㊲の地点　 　㊱の地点から 35度11分01秒　　5.98ｍの地点
　　　　㊳の地点　 　㊲の地点から 38度28分56秒　　5.95ｍの地点
　　　　㊴の地点　 　㊳の地点から 44度22分37秒　　5.92ｍの地点
　　　　㊵の地点　 　㊴の地点から 52度20分22秒　　5.93ｍの地点
　　　　㊶の地点　 　㊵の地点から 59度20分09秒　　6.13ｍの地点
　　　　㊷の地点　 　㊶の地点から 63度34分51秒　　5.79ｍの地点
　　　　㊸の地点　 　㊷の地点から 65度54分02秒　　5.18ｍの地点
　　　イ　Ｂ区
　　　　 　次の各地点のうち㊹の地点から�の地点までを順次に結んだ線並びに�の地点から�の地点及び㊹の地点

と�の地点を結ぶ平成27年の秋分の満潮位（T.P.+0.42ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれ
た区域

　　　　㊹の地点　 　七尾市中島町田岸イ10－２地内の石川県設置３級基準点基－２（北緯37度09分17秒2132、東経
136度52分51秒2448）から18度31分23秒295.36ｍの地点

　　　　㊺の地点　 　㊹の地点から235度31分30秒　　6.50ｍの地点
　　　　㊻の地点　 　㊺の地点から235度35分55秒　　9.92ｍの地点
　　　　㊼の地点　 　㊻の地点から234度52分04秒　　9.92ｍの地点
　　　　㊽の地点　 　㊼の地点から233度20分59秒　　9.76ｍの地点
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　　　　㊾の地点　 　㊽の地点から231度11分10秒　　9.76ｍの地点
　　　　㊿の地点　 　㊾の地点から228度17分36秒　　9.77ｍの地点
　　　　�の地点　 　㊿の地点から225度00分15秒　　9.53ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から221度25分51秒　　9.62ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から217度51分22秒　　9.62ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から214度19分47秒　　9.39ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から210度44分35秒　　9.83ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から207度27分24秒　　9.71ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から204度36分55秒　　9.71ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から202度23分29秒　　9.86ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度58分03秒　　9.86ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度16分04秒　 10.10ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度11分53秒　　9.86ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度14分10秒　 30.00ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度14分20秒　 10.09ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から350度11分55秒　 23.13ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から　4度56分50秒　　7.83ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 12度03分45秒　　5.11ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 14度19分50秒　　8.41ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 14度42分18秒　　6.88ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 19度21分02秒　 12.23ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 18度35分37秒　 20.56ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から　4度35分43秒　　7.66ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 86度49分07秒　　4.27ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 64度16分08秒　　1.26ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 30度20分07秒　　7.91ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 27度34分38秒　 12.63ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 93度02分52秒　　5.60ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 78度46分07秒　　4.14ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 51度22分52秒　 30.75ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 17度09分56秒　　3.90ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から331度22分59秒　　2.80ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 18度03分01秒　 11.96ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 66度13分17秒　 14.06ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から338度00分50秒　　9.39ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 70度26分16秒　　1.56ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から158度50分10秒　　9.28ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 66度11分03秒　　5.79ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から 70度19分05秒　 20.68ｍの地点
　　　ウ　Ｃ区
　　　　 　次の各地点のうち�の地点から 107の地点までを順次に結んだ線並びに 107の地点から 122の地点及び�の地点

と 122の地点を結ぶ平成27年の秋分の満潮位（T.P.+0.42ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれ
た区域

　　　　�の地点　 　七尾市中島町田岸イ10－２地内の石川県設置３級基準点基－２（北緯37度09分17秒2132、東経
136度52分51秒2448）から21度41分26秒496.81ｍの地点

　　　　�の地点　 　�の地点から181度06分55秒　　3.80ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から181度11分18秒　 10.99ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から182度43分52秒　 10.07ｍの地点



4 平成 28年１月 14日（木曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　　　　�の地点　 　�の地点から183度29分00秒　 10.07ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から184度58分04秒　 10.21ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から187度07分08秒　 10.21ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から189度57分30秒　 10.24ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から193度16分06秒　 10.42ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から196度44分26秒　 10.46ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から200度22分12秒　 10.46ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から203度44分00秒　 10.21ｍの地点
　　　　�の地点　 　�の地点から207度16分22秒　 10.21ｍの地点
　　　　 101の地点　 　�の地点から210度41分08秒　 10.34ｍの地点
　　　　 102の地点　 　 101の地点から214度16分04秒　 10.34ｍの地点
　　　　 103の地点　 　 102の地点から218度07分16秒　 10.35ｍの地点
　　　　 104の地点　 　 103の地点から221度08分43秒　 10.35ｍの地点
　　　　 105の地点　 　 104の地点から224度51分60秒　　9.11ｍの地点
　　　　 106の地点　 　 105の地点から227度21分28秒　　5.77ｍの地点
　　　　 107の地点　 　 106の地点から229度05分11秒　　4.32ｍの地点
　　　　 108の地点　 　 107の地点から 44度02分11秒　 19.17ｍの地点
　　　　 109の地点　 　 108の地点から 30度43分14秒　 20.65ｍの地点
　　　　 110の地点　 　 109の地点から 21度42分01秒　 20.31ｍの地点
　　　　 111の地点　 　 110の地点から　3度58分53秒　　3.60ｍの地点
　　　　 112の地点　 　 111の地点から 17度16分58秒　　4.21ｍの地点
　　　　 113の地点　 　 112の地点から 16度18分15秒　 11.54ｍの地点
　　　　 114の地点　 　 113の地点から 15度51分10秒　　6.03ｍの地点
　　　　 115の地点　 　 114の地点から 23度48分53秒　 13.85ｍの地点
　　　　 116の地点　 　 115の地点から 18度15分54秒　 40.06ｍの地点
　　　　 117の地点　 　 116の地点から　2度25分57秒　 16.16ｍの地点
　　　　 118の地点　 　 117の地点から104度56分34秒　　0.97ｍの地点
　　　　 119の地点　 　 118の地点から 14度54分58秒　　5.32ｍの地点
　　　　 120の地点　 　 119の地点から 13度35分17秒　　4.71ｍの地点
　　　　 121の地点　 　 120の地点から 11度47分18秒　　2.56ｍの地点
　　　　 122の地点　 　 121の地点から　8度15分20秒　　5.49ｍの地点
　　ウ　面積

　　　　6,473.24平方メートル
　⑵　埋立てに関する工事の施行区域

　　ア　位置

　　　ア　Ａ区
　　　　 　七尾市中島町外ナ２番からイ29番８に接する無番地を経てソ44番４までの間の地内、イ29番９に接する無

番地前面の国有海浜地内及びナ76番からイ29番８に接する無番地を経てソ44番３に接する無番地までの間の
地先公有水面

　　　イ　Ｂ区、Ｃ区
　　　　 　七尾市中島町田岸イ１番５からヘ13番に接する無番地を経てヘ40に接する無番地までの間の地内、イ１番

１からヘ103番１を経てヘ40番に接する無番地までの間の前面の国有海浜地内及びイ１番１からヘ103番１を
経てヘ40番に接する無番地までの間の地先公有水面

　　イ　区域

　　　ア　Ａ区
　　　　 　次の各地点を順次に結んだ線及びあの地点とつの地点を結んだ線により囲まれた区域
　　　　あの地点　 　七尾市中島町田岸イ10－２地内の石川県設置３級基準点基－２（北緯37度09分17秒2132、東経

136度52分51秒2448）から214度52分14秒103.50ｍの地点
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　　　　いの地点　 　あの地点から196度21分38秒　102.54ｍの地点
　　　　うの地点　 　いの地点から176度55分42秒　 84.87ｍの地点
　　　　えの地点　 　うの地点から183度24分27秒　 55.54ｍの地点
　　　　おの地点　 　えの地点から273度16分52秒　 47.68ｍの地点
　　　　かの地点　 　おの地点から　8度33分05秒　 11.81ｍの地点
　　　　きの地点　 　かの地点から　3度34分10秒　 14.63ｍの地点
　　　　くの地点　 　きの地点から　0度47分53秒　 15.08ｍの地点
　　　　けの地点　 　くの地点から349度13分37秒　 97.97ｍの地点
　　　　この地点　 　けの地点から352度00分18秒　 13.08ｍの地点
　　　　さの地点　 　この地点から　2度53分45秒　 12.00ｍの地点
　　　　しの地点　 　さの地点から 13度27分56秒　 18.02ｍの地点
　　　　すの地点　 　しの地点から 23度46分59秒　 15.29ｍの地点
　　　　せの地点　 　すの地点から 34度00分54秒　 13.55ｍの地点
　　　　その地点　 　せの地点から 45度12分19秒　 13.22ｍの地点
　　　　たの地点　 　その地点から 54度55分17秒　　7.98ｍの地点
　　　　ちの地点　 　たの地点から 63度23分20秒　　9.45ｍの地点
　　　　つの地点　 　ちの地点から 66度18分49秒　 50.55ｍの地点
　　　イ　Ｂ区、Ｃ区
　　　　 　次の各地点を順次に結んだ線及びての地点とⓉの地点を結んだ線により囲まれた区域
　　　　ての地点　 　七尾市中島町田岸イ10－２地内の石川県設置３級基準点基－２（北緯37度09分17秒2132、東経

136度52分51秒2448）から23度57分54秒522.50ｍの地点
　　　　との地点　 　ての地点から180度47分38秒　 76.49ｍの地点
　　　　なの地点　 　との地点から197度15分59秒　 63.12ｍの地点
　　　　にの地点　 　なの地点から216度14分09秒　 64.64ｍの地点
　　　　ぬの地点　 　にの地点から234度40分41秒　 89.38ｍの地点
　　　　ねの地点　 　ぬの地点から223度54分33秒　 44.09ｍの地点
　　　　のの地点　 　ねの地点から204度29分40秒　 56.20ｍの地点
　　　　はの地点　 　のの地点から199度55分32秒　 80.99ｍの地点
　　　　ひの地点　 　はの地点から289度55分28秒　 24.37ｍの地点
　　　　ふの地点　 　ひの地点から351度06分12秒　 19.86ｍの地点
　　　　への地点　 　ふの地点から352度18分28秒　 23.00ｍの地点
　　　　ほの地点　 　への地点から358度38分49秒　　7.45ｍの地点
　　　　まの地点　 　ほの地点から　6度44分03秒　　5.09ｍの地点
　　　　みの地点　 　まの地点から 10度01分37秒　　7.16ｍの地点
　　　　むの地点　 　みの地点から 12度53分13秒　 24.79ｍの地点
　　　　めの地点　 　むの地点から 15度55分48秒　 17.86ｍの地点
　　　　もの地点　 　めの地点から 14度09分37秒　 16.81ｍの地点
　　　　やの地点　 　もの地点から 17度11分55秒　　7.15ｍの地点
　　　　ゆの地点　 　やの地点から 18度54分03秒　　3.85ｍの地点
　　　　よの地点　 　ゆの地点から 23度36分16秒　　3.54ｍの地点
　　　　らの地点　 　よの地点から 21度00分58秒　　6.14ｍの地点
　　　　りの地点　 　らの地点から 22度23分34秒　　9.68ｍの地点
　　　　るの地点　 　りの地点から 28度23分00秒　　5.36ｍの地点
　　　　れの地点　 　るの地点から 35度14分11秒　 17.93ｍの地点
　　　　ろの地点　 　れの地点から 41度24分23秒　 18.70ｍの地点
　　　　わの地点　 　ろの地点から 46度51分20秒　　8.41ｍの地点
　　　　をの地点　 　わの地点から 49度45分60秒　　4.48ｍの地点
　　　　んの地点　 　をの地点から 54度52分58秒　　9.30ｍの地点
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　　　　Ⓐの地点　 　んの地点から 64度29分30秒　　6.79ｍの地点
　　　　Ⓑの地点　 　Ⓐの地点から 74度08分36秒　　8.86ｍの地点
　　　　Ⓒの地点　 　Ⓑの地点から 81度16分54秒　　4.22ｍの地点
　　　　Ⓓの地点　 　Ⓒの地点から 83度55分36秒　　7.99ｍの地点
　　　　Ⓔの地点　 　Ⓓの地点から 73度31分47秒　　7.69ｍの地点
　　　　Ⓕの地点　 　Ⓔの地点から 66度07分08秒　　4.07ｍの地点
　　　　Ⓖの地点　 　Ⓕの地点から 62度22分34秒　　5.66ｍの地点
　　　　Ⓗの地点　 　Ⓖの地点から 56度56分12秒　 17.96ｍの地点
　　　　Ⓘの地点　 　Ⓗの地点から 59度57分09秒　 22.26ｍの地点
　　　　Ⓙの地点　 　Ⓘの地点から 54度05分28秒　 12.58ｍの地点
　　　　Ⓚの地点　 　Ⓙの地点から 38度44分39秒　　2.86ｍの地点
　　　　Ⓛの地点　 　Ⓚの地点から 32度30分45秒　 10.22ｍの地点
　　　　Ⓜの地点　 　Ⓛの地点から 33度52分48秒　　7.27ｍの地点
　　　　Ⓝの地点　 　Ⓜの地点から 25度52分40秒　　9.47ｍの地点
　　　　Ⓞの地点　 　Ⓝの地点から 20度53分24秒　　7.89ｍの地点
　　　　Ⓟの地点　 　Ⓞの地点から 16度05分18秒　 58.93ｍの地点
　　　　Ⓠの地点　 　Ⓟの地点から 12度12分43秒　　7.55ｍの地点
　　　　Ⓡの地点　 　Ⓠの地点から 14度46分06秒　 37.14ｍの地点
　　　　Ⓢの地点　 　Ⓡの地点から　9度56分16秒　　5.63ｍの地点
　　　　Ⓣの地点　 　Ⓢの地点から　2度32分49秒　 16.99ｍの地点
　　ウ　面積

　　　　36,505.75平方メートル
４　埋立地の用途

　　一般国道249号線道路整備用地


