
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、次のとおり裁

決手続の開始を決定しました。

平成２０年８月５日

奈良県収用委員会会長 池 田 辰 夫

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

(1) 一般国道２４号改築工事（京奈和自動車道「大和・御所道路（大和区間）」・奈

良県天理市二階堂北菅田町地内から同県橿原市小槻町地内まで）

(2) 一般国道２４号改築工事（奈良県天理市二階堂北菅田町地内から同県橿原市小槻

町地内まで）及びこれに伴う附帯工事並びに県道天理斑鳩線一部改築工事

３ 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等

土地の所在 奈良県磯城郡田原本町大字十六面字殿得

地 番 地 目 登記簿上の 実測地積 収用しようとする 使用しよう

地積 土地の面積 とする土地

(㎡) (㎡) (㎡) の面積(㎡)

３６６番 ため池 8,400 13,093．63 731．21 63．65

堤 4,638

４ 土地所有者の氏名及び住所

氏 名 住 所

不明。ただし、

藤森 キヌヱ 奈良県北城郡上牧町大字上牧４２４４番地

礒川 正子 奈良県桜井市大字江包４３１番地

岡 敏江 京都府京都市左京区南禅寺下河原町５０番地 南

禅寺荘３０３号



落合 康江 京都府京都市中京区柳馬場通二条下る等持寺町２

３番地

藤森 清孝 奈良県磯城郡田原本町大字平野２６番地の３

藤森 美恵子 奈良県磯城郡田原本町大字平野２６番地の３

藤森 克真 奈良県磯城郡田原本町大字平野２６番地の３

加藤 紀子 奈良県御所市大字東辻２８番地の１

藤森 光司 奈良県磯城郡田原本町大字平野１７８番地の５

吉村 三惠子 大阪府大阪市城東区新喜多１丁目６番３５－４０

５号

菖蒲 知子 兵庫県西宮市上田中町２番３５号

吉村 茂久 愛知県名古屋市北区中丸町３丁目１番地 アーバ

ニア志賀公園三番街８棟２０３号

岡本 亮介 大阪府四條畷市田原台１丁目３番２４号

和田 智香子 大阪府堺市北区新金岡町４丁４番１２－１０８号

吉村 正郎 大分県大分市大字田尻２５３番地の１

田中 子 奈良県北城郡王寺町本町４丁目４８番７号

川端 代子 奈良県生駒郡斑鳩町稲葉車瀬１丁目９番２９号

川 美惠子 奈良県橿原市曲川町５丁目１番３号

和田 孝子 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南３丁目３番２５号

藤本 秀子 奈良県香芝市上中３２９番地

池田 和子 奈良県香芝市上中３２８番地の２

谷 美代子 奈良県香芝市上中２４６番地の８

植田 子 奈良県生駒郡平群町西宮３丁目１５番１０号

冨松 計司 奈良県磯城郡田原本町大字八尾６９８番地第２

冨松 孝至 群馬県佐波郡玉村町大字上飯島288番地１ レ・

ヴィータＢ１０２号

冨松 宏安 奈良県磯城郡田原本町大字八尾６９８番地第２

宮﨑 利衣子 奈良県奈良市神功１丁目６番地（平城第１団地２

３－５０１）

濵川 進 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺６８番地の３



岡西 元子 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂４８４番地の１

太田 艶子 奈良県吉野郡下市町大字下市８５２番地の８０

米谷 和彦 大阪府大阪市天王寺区餌差町１５番３号

森 和珠 大阪府大阪市天王寺区餌差町１５番１５号 ベル

デフラッツ真田山公園Ⅱ６０３号

眞部 郁紀 大阪府大阪市天王寺区玉造本町１１番２８号 エ

レガンス真田山３０２号

濵川 光二 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂１３７番地の１９

濵川 三男 奈良県橿原市本町９５番地の３４

鶴島 正 大阪府柏原市国分市場２丁目１１番８１号

屋敷 チヱ子 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３丁目２番地３

鶴島 日出夫 大阪府堺市鳳南町５丁７００番地の１０

鶴島 由一 大阪府八尾市高安町北３丁目６０番地の１ ヴェ

ルデコート高安５０５号

松田 淑子 奈良県磯城郡田原本町大字平野３４番地の３

瀧 真一 奈良県大和郡山市九条町１０８７番地５６

松田 操 奈良県磯城郡田原本町７０８番地の１

井上 賢治 奈良県桜井市大字西之宮２６２番地の２９

松田 佳己 奈良県磯城郡田原本町７０８番地の１

野口 かめの 福井県福井市板垣３丁目１４１７番地

大田 栄 大阪府大阪市都島区都島南通２丁目１番３－８１

４号

木村 歌子 兵庫県芦屋市海洋町１２番１号 チャーミングス

クウェア５２２号

木村 京子 大阪府大阪市住之江区浜口東３丁目１３番１０号

木村 征紀 千葉県船橋市前原東４丁目１３番５－３０３号

木村 剛士 大阪府堺市中区深井清水町３２９８番地

木村 吉延 大阪府大阪市福島区福島３丁目１番５７号 イン

ペリアル堂島３０２号

福田 眞純 兵庫県芦屋市海洋町２番１８号



大西 冨子 大阪府守口市馬場町１丁目１番２４号

木村 吉廣 大阪府池田市緑丘２丁目７番１１－１０２号

松村 啓子 奈良県奈良市今市町４２７番地

藤森 達司 奈良県磯城郡田原本町大字平野８１番地

城山 啓安 奈良県生駒郡平群町大字白石畑２４８番地

松原 介 奈良県磯城郡田原本町２２１番地

梅原 和子 東京都町田市東玉川学園１丁目９番２５号

山田 幸代 大阪府吹田市新芦屋上２７番Ｅ－６０２号

松原 法生 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１６号

松原 和彦 奈良県生駒市あすか野南２丁目３番４０号

中西 利依子 大阪府堺市中区宮園町６番６－５０７号

藤井 清司 大阪府堺市美原区北余部西１丁目１番３－４０４

号

藤井 崇司 東京都府中市白糸台５丁目２１番地の７

藤森 登志美 奈良県桜井市朝倉台東６丁目３番地の１６

徃 フサヱ 奈良県大和郡山市美濃庄町３７５番地１

石橋 静 奈良県磯城郡川西町大字結崎１３６番地

藤森 美惠子 大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町５丁２番３４号

藤森 千容子 大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町５丁２番３４号

西野 明美 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町７丁４番２２号

藤森 イクヱ 大阪府枚方市長尾西町２丁目２３番３号

藤森 弘章 大阪府枚方市長尾西町２丁目２３番３号

藤森 基次 千葉県木更津市太田４丁目４番２１号

藤森 安 兵庫県川西市鼓が滝３丁目１８番４８号

田中 冴子 奈良県吉野郡大淀町大字薬水１１５９番地の５

川 弘子 奈良県大和郡山市椎木町４６６番地

小野 生子 奈良県北城郡王寺町久度２丁目１０番７号

松井 ハルノ 奈良県磯城郡田原本町大字味間５２３番地の１

松井 宏江 奈良県磯城郡田原本町大字平野７５番地の１

小西 利江 奈良県吉野郡吉野町大字吉野山１１０番地



中西 清子 奈良県磯城郡田原本町大字平野７０番地

土地所有者不明。ただし、 不明

土地登記簿表題部名義人

岩田忠三郎

又はその相続人

松田 光弘 兵庫県西宮市枝川町１番１３８－３０３号

松田 光平 兵庫県西宮市花園町５番２４号

東田 惠 奈良県磯城郡田原本町大字大網２３９番地

東田 至弘 奈良県磯城郡田原本町大字大網２３９番地

谷 全 奈良県奈良市あやめ池南５丁目１２番１５号

仲 亘可 奈良県大和郡山市白土町６７４番地

藤山 洋子 奈良県桜井市大字河西７２５番地の１０

植嶋 勇 愛知県名古屋市名東区八前３丁目６１１番地

植嶋 康夫 奈良県香芝市真美ヶ丘４丁目１３番２３号

奥田 きぬ江 東京都墨田区立川３丁目３番４号

奥田 誠一 東京都小平市小川東町３丁目４番７- ２０３号

外岡 純江 東京都目黒区柿の木坂２丁目２３番１１号

奥田 秀 奈良県磯城郡田原本町大字大網２２９番地

奥田 義一 奈良県磯城郡田原本町大字大網２２９番地

土地所有者不明。ただし、 不明

土地登記簿表題部名義人

奥田磯治郎

又はその相続人

上田 敏子 大阪府柏原市片山町１０番１８号

宮本 幹子 京都府京都市下京区猪熊通塩小路下る上夷町１６

２番地

福井 敬祐 奈良県磯城郡田原本町大字大網８６番地

上棟 詳子 奈良県生駒郡平群町大字白石畑２１１番地

井上 賀須子 奈良県高市郡高取町大字市尾５９３番地

福井 忍 愛知県豊川市西塚町１丁目１５番地の１



福井 啓全 愛知県豊川市御油町小山１８番地の７

浅井 教子 埼玉県越谷市千間台東２丁目２１番地２９

福井 康宜 愛知県豊川市二見町７０番地

植田 昌子 奈良県大和郡山市新木町１４１番地

宮本 清隆 奈良県磯城郡田原本町大字大網２４６番

森田 登 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺５１２番地

森田 博 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺３７７番地の１

の３

古市 昭夫 三重県志摩市浜島町浜島３５１０番地

古市 清 三重県伊勢市一色町５６７番地２

藤井 弘 奈良県磯城郡田原本町大字十六面２６５番地の１

清水 知英子 奈良県生駒郡斑鳩町髙安１丁目１番１４号

山本 佳也子 奈良県磯城郡田原本町６７３番地

山邊 淑 奈良県宇陀市大宇陀区拾生２５０番地の６

戸口 輝美 大阪府東大阪市長田西５丁目２番７号

戸口 照夫 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷３９６７番地

４

口 孝司 大阪府八尾市桂町１丁目３８番地 市営住宅３１

－１８号

矢野 美和子 大阪府八尾市高安町北７丁目２１番地の１２

外山 清 奈良県磯城郡田原本町大字西竹田１４１番地の１

浦 隆子 奈良県奈良市西木辻町３８番地の５

服部 清治郎 京都府木津川市加茂町里廻り道１３番地２

山中 清子 奈良県奈良市南京終町七丁目５４２番地の３

楠木 秀代 奈良県奈良市古市町３６６番地の５

服部 武夫 京都府木津川市加茂町里土堀４８番地

服部 雅秀 京都府木津川市加茂町里中門伝９８番地

大上 義夫 奈良県桜井市大字桜井５２１番地の６

大上 千佳 奈良県桜井市大字桜井1131番地の１８ ヴァンデ

ュール桜井駅前３０２号



大上 矩一 大阪府三島郡島本町水無瀬２丁目２番２号１０１

０

服部 毅宏 奈良県奈良市紀寺町１０４５番地

服部 秀和 大阪府大阪市東住吉区駒川４丁目１４番１１号

京屋マンション１２号

服部 泰博 大阪府藤井寺市古室２丁目８番２８号

森田 浩平 奈良県奈良市朱雀二丁目１番地の１７

森田 泰輔 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺４９８番地

森村 晃三郎 京都府京田辺市興戸東垣内２５番地

東 功枝 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町２丁６３番地３

豊浦 孝 大阪府堺市南区御池台４丁２０番１０号

田 ケイ子 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘２９番地１３

森田 圭二 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺４８７番地

森田 貞 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺８０番地の７

森田 充剋 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺８０番地の７

森田 順久 奈良県磯城郡田原本町大字保津２４０番地の２

小西 康子 奈良県磯城郡田原本町大字保津１４６番地

巽 道子 東京都国分寺市富士本１丁目１番地２６

小西 正之 東京都多摩市桜ヶ丘１丁目３番地の２１

小西 博 奈良県大和郡山市下三橋町４３０番地２５

山下 佐佳枝 大阪府羽曳野市南恵我之荘２丁目９番５号

小柳 慶枝 奈良県橿原市内膳町１丁目３番８号

八尾 靖子 奈良県大和郡山市南大工町１５番地１

小西 健司 奈良県磯城郡田原本町大字保津１４７番地

夏原 久子 奈良県磯城郡田原本町大字保津６３番地の５

福永 康代 三重県松阪市嬉野黒田町３８３番地

小西 靖弘 奈良県磯城郡田原本町大字保津６３番地の２

小西 良彦 奈良県大和郡山市高田町４８番地３

小西 史郎 奈良県桜井市大字粟殿７７２番地の５

森岡 雅子 滋賀県大津市国分２丁目３０５番地の１０



岡本 侃子 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目４番１号

森田 佳子 大阪府東大阪市喜里川町５番１２号

松浦 恭枝 大阪府大阪市東淀川区瑞光３丁目７番７号

山口 周子 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目８番１５号

岡本 昌久 奈良県奈良市登美ヶ丘四丁目７番９号

梅本 欣子 大阪府大阪市阿倍野区丸山通２丁目９番１号

岡本 伍令 大阪府大阪市阿倍野区共立通１丁目９番２号

村 章義 奈良県奈良市朱雀五丁目１９番地の１４

吉村 欣也 埼玉県所沢市中富南４丁目３６番地の６

村 庄助 奈良県磯城郡田原本町３２０番地

栗原 米子 大阪府吹田市千里山西１丁目３３番２６号

石田 豊子 奈良県生駒市小明町１１３０番地３（スコーレ

４０２）

石田 浩史 奈良県奈良市東登美ヶ丘六丁目３番６０号

土地所有者不明。ただし、 不明

土地登記簿表題部名義人

吉井弥四郎

又はその相続人

米澤 治子 京都府相楽郡精華町大字植田小字堂ヶ島２９番地

三好 一雄 広島県東広島市高屋町高屋東１９９７番地３８

堀 元子 大阪府堺市北野田１１８番地１９

又は

平野自治会 奈良県磯城郡田原本町大字平野８１番地

代表者 藤森 達司

西竹田自治会 奈良県磯城郡田原本町大字西竹田１７６番地

代表者 栗山 雅之

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

氏 名 住 所 権利の種類



十六面自治会 奈良県磯城郡田原本町大字十六面２８３ 土地使用権

代表者 竹村 佳也 番地の１

三ヶ池管理組合 奈良県磯城郡田原本町大字十六面２８３ 土地使用権

代表者 竹村 佳也 番地の１

関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６ 土地使用権

号

６ 裁決手続の開始を決定した日

平成２０年７月２５日
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