
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２３年４月１５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

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

良県橿原市観音寺町地内から御所市大字條地内まで）

一般国道２４号改築工事（奈良県橿原市観音寺町地内から御所市大字條地内まで(２)

）及びこれに伴う県道付替工事

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 奈良県御所市大字玉手

地番 地目 地積（㎡） 収用しようとす 使用しようとす

る土地の面積（ る土地の面積（

公簿 現況 公簿 実測 ㎡） ㎡）

１６５番 堤 堤 2,244 2,213.97 817.42 46.00

２ （うち土地使 （うち土地使用 （うち土地使用

用権及び根抵 権及び根抵当権 権及び根抵当権

当権の存する の存する範囲は の存する範囲は

範囲は2,213. 817.42） 46.00）

97）

１６６番 ため ため 5,213 5,207.13 3,233.07 183.10

１ 池 池 （うち土地使 （うち土地使用 （うち土地使用

用権及び根抵 権及び根抵当権 権及び根抵当権

当権の存する の存する範囲は の存する範囲は

範囲は5,207. 3,233.07） 183.10）



13）

４ 土地所有者の氏名及び住所

奈良県御所市大字玉手１６５番２に係る土地所有者の氏名及び住所

氏 名 住 所

田潔史 奈良県御所市大字玉手２０７番地

岡田多慧子 奈良県北城郡河合町大字薬井５７１番地

田佐江子 奈良県御所市大字玉手２７番地

田武章 兵庫県姫路市辻井６丁目８番９－４０２号ロワイヤル岸本

田明洋 兵庫県姫路市東延末１丁目３６番地アスリート東延末２０３

号

川村皓一 奈良県吉野郡大淀町大字薬水６７１番地

東 宗昭 奈良県御所市大字玉手２１２番地

島田トシノ 奈良県橿原市東坊城町８０７番地

島田至啓 奈良県橿原市東坊城町８０７番地

弓塲敦子 奈良県葛城市大屋１５７番地５

弓塲智都子 奈良県葛城市大屋１５７番地５

中井美佐子 奈良県高市郡高取町大字松山４９７番地

植村ひで子 奈良県北城郡広陵町大字平尾６００番地

三住興忍 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

三住照 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

三住美智子 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

田正司 大阪府三島郡島本町百山３番４号

吉川洋子 奈良県葛城市新庄９４番地

岸本健司 奈良県御所市大字東松本１９１番地

岸本和子 奈良県御所市１５３９番地

岸本俊晃 1619 Simeonof St. Kodiak,AK 99615 U.S.A.

谷清子 奈良県桜井市大字桜井５８５番地（ローレルコート桜井南３



１０）

近藤明美 北海道札幌市厚別区上野幌１条６丁目１番２１号

古川晴彦 奈良県御所市１５９番地

吉田テル子 奈良県御所市大字玉手２１０・２１１番地の１

東 正 奈良県磯城郡田原本町大字八尾６３１番地の１８

西村ヒデ子 奈良県御所市大字玉手２３９番地

木村早予子 奈良県御所市大字玉手４７９番地

藤山行江 奈良県生駒郡斑鳩町阿波１丁目７番２１号

木村行宏 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村晴美 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村綾花 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村祐実 奈良県御所市大字玉手４７９番地

植嶋伊予子 奈良県生駒郡斑鳩町田３丁目１番２８号

髙田比早子 大阪府松原市別所６丁目９番９号

木村義雄 奈良県御所市７２５番地

飯田春子 大阪府高槻市出丸町７番１０号

村喜代子 奈良県御所市大字玉手２４４番地の２

西村直浩 大阪府豊中市西泉丘１丁目７番３号

岡山勝子 奈良県葛城市南藤井８５番地５

木村美智子 奈良県葛城市新村３１６番地

佐々木サチ子 奈良県奈良市鳥見町四丁目２番地 富雄団地１８－２０４号

井森保久 奈良県葛城市南藤井１３０番地

森岡照己 大阪府大阪市西成区長橋１丁目１３番１７号

森岡史朗 大阪府大阪市西成区長橋１丁目１３番１７号

井原慶子 大阪府高槻市日吉台七番町２番２６号

森岡惠美子 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１丁目１７番７－１００６

号

上記１名成年後見人

川村俊明 大阪府大阪市北区西天満５丁目１６番３号 西天満ファイブ

ビル６階



田 武 奈良県御所市大字玉手２３７番地

潮田和久 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目１４番１０－４７３号

板橋武彦 奈良県葛城市北花内７４９番地１

潮田悦男 奈良県奈良市登美ヶ丘一丁目５番１３号

古川晋介 奈良県御所市大字玉手４７５番地

潮田藤亮 奈良県御所市大字玉手２３４番地

潮田恭子 奈良県御所市大字玉手２３４番地

山岡正典 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５８番地 丘の街４号棟１１

０２号

梅咲優子 東京都中央区佃２丁目１番２－３００６号

辻岡昌子 大阪府大阪市平野区長吉川辺２丁目５番３６号

山信一 奈良県宇陀市大宇陀上２０１５番地

山子 奈良県奈良市あやめ池南一丁目４番６号

山信彦 奈良県奈良市あやめ池南一丁目４番６号

太田眞知子 大阪府富田林市久野喜台二丁目８番２２号

辻本章子 奈良県奈良市あやめ池南四丁目１１番１６号

辻本正三郎 大阪府泉佐野市葵町２丁目１番３４号

辻本正史 奈良県奈良市あやめ池南四丁目１１番１６号

坂本正史 大阪府大阪市天王寺区小宮町１番１５－１２０２号

坂本ゆかり 大阪府大阪市天王寺区小宮町１番１５－１２０２号

石川さおり 大阪府吹田市佐竹台５丁目５番７号

中田晴子 長野県木曽郡木曽町開田高原西野６３２１番地４８８

藤澤隆子 奈良県奈良市三条川西町２番２－１０７号

田舒子 奈良県天理市平等坊町１１０番地

冨田義一 奈良県御所市大字今住１７０番地

山室典子 奈良県高市郡高取町大字清水谷１３００番地２７

森田維久子 奈良県高市郡高取町大字清水谷１３００番地５３

杉本 昭 奈良県桜井市大字忍阪５３４番地

吉田由紀子 奈良県大和郡山市小南町４８８番地１３２

杉本昭司 奈良県桜井市大字忍阪１６０５番地



古川藤雄 奈良県御所市大字玉手６３番地の３

村裕光 兵庫県尼崎市武庫川町４丁目９６番地

中村美智子 兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２番２５号

西村 久 大阪府大阪市平野区長吉長原西４丁目７番３号

森山美恵子 兵庫県神戸市垂水区五色山１丁目４番１０号

西村明子 兵庫県尼崎市七松町１丁目２番１－１００１号

今城由里子 大阪府高槻市赤大路町４１番１－１１０号

西村貞信 奈良県御所市大字茅原１７２番地の５８

木村恭久 奈良県御所市大字玉手４７６番地

菊谷充宏 奈良県御所市大字古瀬２２４番地

篭田チヨ子 奈良県御所市大字林２９０番地

田中英子 奈良県大和高田市幸町１２番２８号

西村智子 奈良県御所市大字柏原７２０番地

鈴木惠子 奈良県五條市二見１丁目７番８号

田中弘子 奈良県大和高田市幸町１２番２８号

川村芳子 奈良県御所市大字古瀬７８２番地

菊谷サキヱ 奈良県御所市大字古瀬２２４番地

冨士育子 奈良県御所市大字冨田１２４番地

布川榮子 奈良県大和高田市大字西坊城４６２番地の２

杉本育代 京都府木津川市相楽台２丁目１５番地２０

倉田全子 奈良県桜井市大字浅古３４０番地

森井仁紀子 奈良県橿原市東坊城町４５１番地の１９

中西守宏 奈良県大和高田市内本町１２番１号

杉山和代 奈良県北城郡広陵町みささぎ台１６番１３号

西川雅美 奈良県大和高田市礒野町２０番１８号

上野陽子 奈良県葛城市尺土５８番地１３

小角明美 奈良県橿原市新賀町２８５番地の３６

菊谷宗久 奈良県御所市大字古瀬３４０番地の１

田三喜男 奈良県御所市大字玉手１９７番地

田 弘 奈良県御所市大字玉手４８１番地



潮田和之相続財産法人 奈良県橿原市新賀町１８３番地の３（事務所 奈良県橿原市

代表者 相続財産管 八木町１－６－２３ 大和信用金庫八木支店ビル４階）

理人 安田弘光

潮田嘉子 奈良県御所市大字玉手２３１番地２３２番地

潮田博昭 奈良県御所市大字玉手２３１番地２３２番地

中岡直子 東京都足立区柳原一丁目９番１４－６０２号

奈良県御所市大字玉手１６６番１に係る土地所有者の氏名及び住所

氏 名 住 所

田潔史 奈良県御所市大字玉手２０７番地

東 宗昭 奈良県御所市大字玉手２１２番地

島田トシノ 奈良県橿原市東坊城町８０７番地

島田至啓 奈良県橿原市東坊城町８０７番地

弓塲敦子 奈良県葛城市大屋１５７番地５

弓塲智都子 奈良県葛城市大屋１５７番地５

中井美佐子 奈良県高市郡高取町大字松山４９７番地

植村ひで子 奈良県北城郡広陵町大字平尾６００番地

三住興忍 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

三住照 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

三住美智子 奈良県北城郡広陵町大字百済９７３番地１

田正司 大阪府三島郡島本町百山３番４号

吉川洋子 奈良県葛城市新庄９４番地

岸本健司 奈良県御所市大字東松本１９１番地

岸本和子 奈良県御所市１５３９番地

岸本俊晃 1619 Simeonof St. Kodiak,AK 99615 U.S.A.

谷清子 奈良県桜井市大字桜井５８５番地（ローレルコート桜井南３

１０）

近藤明美 北海道札幌市厚別区上野幌１条６丁目１番２１号



古川晴彦 奈良県御所市１５９番地

吉田テル子 奈良県御所市大字玉手２１０・２１１番地の１

東 正 奈良県磯城郡田原本町大字八尾６３１番地の１８

西村ヒデ子 奈良県御所市大字玉手２３９番地

木村早予子 奈良県御所市大字玉手４７９番地

藤山行江 奈良県生駒郡斑鳩町阿波１丁目７番２１号

木村行宏 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村晴美 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村綾花 奈良県御所市大字玉手４７９番地

木村祐実 奈良県御所市大字玉手４７９番地

植嶋伊予子 奈良県生駒郡斑鳩町田３丁目１番２８号

髙田比早子 大阪府松原市別所６丁目９番９号

木村義雄 奈良県御所市７２５番地

飯田春子 大阪府高槻市出丸町７番１０号

村喜代子 奈良県御所市大字玉手２４４番地の２

西村直浩 大阪府豊中市西泉丘１丁目７番３号

岡山勝子 奈良県葛城市南藤井８５番地５

木村美智子 奈良県葛城市新村３１６番地

佐々木サチ子 奈良県奈良市鳥見町四丁目２番地 富雄団地１８－２０４号

井森保久 奈良県葛城市南藤井１３０番地

森岡照己 大阪府大阪市西成区長橋１丁目１３番１７号

森岡史朗 大阪府大阪市西成区長橋１丁目１３番１７号

井原慶子 大阪府高槻市日吉台七番町２番２６号

森岡惠美子 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１丁目１７番７－１００６

号

上記１名成年後見人

川村俊明 大阪府大阪市北区西天満５丁目１６番３号 西天満ファイブ

ビル６階

田 武 奈良県御所市大字玉手２３７番地

潮田和久 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目１４番１０－４７３号



板橋武彦 奈良県葛城市北花内７４９番地１

潮田悦男 奈良県奈良市登美ヶ丘一丁目５番１３号

古川晋介 奈良県御所市大字玉手４７５番地

潮田藤亮 奈良県御所市大字玉手２３４番地

潮田恭子 奈良県御所市大字玉手２３４番地

山岡正典 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５８番地 丘の街４号棟１１

０２号

梅咲優子 東京都中央区佃２丁目１番２－３００６号

辻岡昌子 大阪府大阪市平野区長吉川辺２丁目５番３６号

山信一 奈良県宇陀市大宇陀上２０１５番地

山子 奈良県奈良市あやめ池南一丁目４番６号

山信彦 奈良県奈良市あやめ池南一丁目４番６号

太田眞知子 大阪府富田林市久野喜台二丁目８番２２号

辻本章子 奈良県奈良市あやめ池南四丁目１１番１６号

辻本正三郎 大阪府泉佐野市葵町２丁目１番３４号

辻本正史 奈良県奈良市あやめ池南四丁目１１番１６号

坂本正史 大阪府大阪市天王寺区小宮町１番１５－１２０２号

坂本ゆかり 大阪府大阪市天王寺区小宮町１番１５－１２０２号

石川さおり 大阪府吹田市佐竹台５丁目５番７号

中田晴子 長野県木曽郡木曽町開田高原西野６３２１番地４８８

藤澤隆子 奈良県奈良市三条川西町２番２－１０７号

田舒子 奈良県天理市平等坊町１１０番地

冨田義一 奈良県御所市大字今住１７０番地

山室典子 奈良県高市郡高取町大字清水谷１３００番地２７

森田維久子 奈良県高市郡高取町大字清水谷１３００番地５３

杉本 昭 奈良県桜井市大字忍阪５３４番地

吉田由紀子 奈良県大和郡山市小南町４８８番地１３２

杉本昭司 奈良県桜井市大字忍阪１６０５番地

古川藤雄 奈良県御所市大字玉手６３番地の３

村裕光 兵庫県尼崎市武庫川町４丁目９６番地



中村美智子 兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２番２５号

西村 久 大阪府大阪市平野区長吉長原西４丁目７番３号

森山美恵子 兵庫県神戸市垂水区五色山１丁目４番１０号

西村明子 兵庫県尼崎市七松町１丁目２番１－１００１号

今城由里子 大阪府高槻市赤大路町４１番１－１１０号

西村貞信 奈良県御所市大字茅原１７２番地の５８

木村恭久 奈良県御所市大字玉手４７６番地

菊谷充宏 奈良県御所市大字古瀬２２４番地

篭田チヨ子 奈良県御所市大字林２９０番地

田中英子 奈良県大和高田市幸町１２番２８号

西村智子 奈良県御所市大字柏原７２０番地

鈴木惠子 奈良県五條市二見１丁目７番８号

田中弘子 奈良県大和高田市幸町１２番２８号

川村芳子 奈良県御所市大字古瀬７８２番地

菊谷サキヱ 奈良県御所市大字古瀬２２４番地

冨士育子 奈良県御所市大字冨田１２４番地

布川榮子 奈良県大和高田市大字西坊城４６２番地の２

杉本育代 京都府木津川市相楽台２丁目１５番地２０

倉田全子 奈良県桜井市大字浅古３４０番地

森井仁紀子 奈良県橿原市東坊城町４５１番地の１９

中西守宏 奈良県大和高田市内本町１２番１号

杉山和代 奈良県北城郡広陵町みささぎ台１６番１３号

西川雅美 奈良県大和高田市礒野町２０番１８号

上野陽子 奈良県葛城市尺土５８番地１３

小角明美 奈良県橿原市新賀町２８５番地の３６

菊谷宗久 奈良県御所市大字古瀬３４０番地の１

田三喜男 奈良県御所市大字玉手１９７番地

田 弘 奈良県御所市大字玉手４８１番地

潮田和之相続財産法人 奈良県橿原市新賀町１８３番地の３（事務所 奈良県橿原市

代表者 相続財産管 八木町１－６－２３ 大和信用金庫八木支店ビル４階）



理人 安田弘光

潮田嘉子 奈良県御所市大字玉手２３１番地２３２番地

潮田博昭 奈良県御所市大字玉手２３１番地２３２番地

中岡直子 東京都足立区柳原一丁目９番１４－６０２号

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

玉手水利組合 代表者  奈良県御所市大字玉手 土地使用権

田義洋 ４９４番地

オリックス債権回収株式 東京都港区浜松町二丁 潮田嘉子、潮田博昭、中岡直子

会社 代表者 北山久行 目４番１号 及び潮田和之相続財産法人の土

地の持分に係る根抵当権（平成

２１年４月１日第６７４２号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成２３年４月８日
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