
尾張国熱田 中瀬町文書　仮目録

番号 標題 細目 細目内容 年号 差出人 宛所 点数 形態
1 永代ニ相渡シ申田地之事   享保16年辛亥12月 富江町 畑売主 孫八

郎 他４名
中瀬町 孫九郎殿 1 状

2 借用申金子之事   元文２年巳４月 蔵之前町 借主 長左
衛門 他２名

中瀬町 平蔵殿 1 状

3 田畑扣帳〔熱田中瀬町文書(五)〕   宝暦２年壬申正月 水谷源七  1 縦
4 〔御触状留帳〕   宝暦９年卯８月 中瀬町丁代 津坂氏  1 縦

総目  (明和９～文化14年)   1 横綴

細目１ 天王領地子年貢取立帳
并ニ天王油銭取替帳

文化14丁丑年 中瀬町師人 高橋弥右
衛門 他１名

   

細目２ 天王御車用途帳并定成
用途共ニ

明和９年壬辰５月 中瀬村下之切分    

細目３ 御車諸勘定留帳 文化14年丁丑６月23日 中瀬村師人    
細目４ 天王鼓葺入用帳 文化14年丁丑６月 中瀬村師人・丁代    
総目  (寛延４～天保３年)   1 横綴
細目１ 天王小遣覚帳 安永４年未５月     
細目２ (富士山道中記) (寛延４年未閏６月)     
細目３ 鉄物御通 天保３年壬辰５月 かじや治郎助 町内天王様   

7 永代売渡申畑之事   安永８年亥12月 畑売主 御所前 市郎
兵衛 他１名

中瀬町 源七郎殿 1 状

8 中瀬町御願帳〔熱田中瀬町文書(四)〕   安永10年辛丑正月   1 縦
9 乍恐奉願上候御事(商売体之障ニ付町代

役御用捨願)〔熱田中瀬町文書(三)〕
  天明２年寅９月 中瀬町 源七郎 御奉行所 1 縦

総目  (天明８～寛政４年)   1 状
細目１ 預り申金子之事 天明８年申５月 金子預り主 森村与右

衛門 他３名
大森敦斎 他１名   

細目２ 一札(与右衛門預り金
損金弁納勘弁之儀ニ

天明８年申９月 与右衛門預り金請人
水谷七兵衛 他２名

大森敦斎 他１名   

細目３ 一札(金二百八両并
三ヶ年利足私共より指
出ニ付)

寛政３年亥７月晦日 水谷七兵衛 他１名 大森敦斎   

細目４ 借用申金子之事(家壱
軒質入ニ付)

寛政４年子正月 金借主 中ゼ町 水谷
源七 他４名

大森敦斎   

11 尾張国熱田中瀬町宗門御改帳   寛政４年壬子３月   1 縦
12 御願帳〔熱田中瀬町文書(三)〕   寛政12年庚申正月   1 縦
13 〔従御奉行所被仰渡候ニ付組合連判

帳〕
  寛政12申年12月 中瀬町下之切  1 縦
総目  (文化14年)   1 横綴
細目１ 中瀬町上下車用途請取

帳
文化14年丁丑６月 師人扣    

細目２ 天王御車入用帳 文化14年丁丑５月 中瀬町師人・町代    
細目３ 天王御車用途帳并定成

米用途共
文化14年丁丑６月 上之切中瀬村師人・

町代
   

14 〔天王御車用途帳 並定成用途帳〕

5 〔天王御車用途帳 並定成用途外 中瀬
村〕

6 〔天王小遣覚帳〕

10 (与右衛門預金一件貼継状：後欠)
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尾張国熱田 中瀬町文書　仮目録

番号 標題 細目 細目内容 年号 差出人 宛所 点数 形態
15 〔御触状〕   (文政２年) 中瀬町丁代 源七 他

１名
 1 縦

16 卯辰巳記 諸願達留〔熱田中瀬町文書
(一)〕

  (文政２～４年)   1 縦

17 〔天王御車用途帳 定成用途共〕   (文政３年６月) 上之切中瀬村師人・
町代

 1 横

総目  (文政６年)   1 横綴
細目１ 天王御車諸勘定帳 文政６年未６月７日 中瀬町師人    
細目２ 天王御車入用取替帳 文政６年癸未５月 中瀬町師人・町代    
細目３ 天王御車入用帳 文政６年癸未５月 中瀬村師人・町代    
細目４ 天王御車入用帳并定成

用途共
文政６年癸未６月 下之切中瀬村師人・

町代
   

細目５ 天王御車入用帳 並ニ
定成用途共

文政６年癸未６月 上之切中瀬村師人・
町代

   

総目  (文政９～天保３年)   1 横綴

細目１ 天王御車諸勘定帳 文政９年丙戌６五月 師人会所    
細目２ 請取之帳 (文政９年ヵ)     
細目３ 四日試楽 水谷氏宿扣

帳
(文政９年ヵ)戌６月     

細目４ 天王御車入用取立帳 文政９年丙戌６月 中瀬町師人・町代    
細目５ 天王御車用途帳 並定

成米用途
文政９年丙戌６月 中瀬村上之切師人・

町代
   

細目６ 天王御車用途帳并定成
米用途

文政９年丙戌６月 下之切中瀬村師人・
町代

   

細目７ 天王御車用途帳 定成
米用途とも

天保３年壬辰６月 中瀬村師人・町代    

総目  (文政12年)   1 横綴
細目１ 天王御車用途帳 並定

成米用途
文政12年己丑６月 下之切分中瀬村師

人・町代
   

細目２ 天王御車勘定帳 文政12年己丑６月     
細目３ 買物代渡扣 (文政12年ヵ) 中瀬師人    
細目４ 天王様江取替セニ扣 文政12年己丑５月 水谷氏庄    

20 〔天王御車用途帳 並定成用途〕

18 〔天王御車用途帳 並定成用途〕

19 〔天王御車御定帳・天王御車用途帳 並
定成用途〕
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