
氷室作太夫家住居の保存活用を進める会総会記念講演会        20200905（土）10：00～11：30 津島市文化会館 2階視聴覚室 

 

中近世における伊勢と津島の人的ネットワーク 

～伊勢御師史料からみた尾張～ 

 

                                  同朋大学仏教文化研究所 所員  千枝 大志 

 

【１】はじめに～本講演のねらい 

☆伊勢御師関連史料から中近世の尾張国、とりわけ尾張八郡のうち津島を主とする尾西・尾北地域（海東郡・海西郡・中

島郡・丹羽郡・葉栗郡）における人的様相を具体化。特に新出史料から尾張国における宗教構造を提示 

Ⓐ 伊勢御師（以降、御師と原則的に略記。師職ともいう。読み方☞おし・おんし）：全国各地に自己の檀家（中世文書で

は道者）や伊勢神宮（内外宮）の御祓大麻や土産等を配布することで伊勢信仰を広めかつ、伊勢参詣を勧誘・斡旋し、伊

勢参宮客を両宮門前町宇治山田で営む旅館へ宿泊させることを生業とする、いわばコンシェルジュ的旅館業者と、祈祷等

を行う伊勢神宮神職とを兼業した総合エージェンシー的職種。 

Ⓑ 師檀関係：御師と檀家との間には、師檀関係という一種の専属契約が成立、各地には御師の縄張りである檀家の居住地

域（檀所と表記）が形成。全国の檀家は御師に伊勢神宮へ五穀豊穣や武運長久等の祈祷や神楽奏上等を依頼しており、そ

の報酬として御師のもとには神楽料や初穂料等の莫大な金品が集積。師檀関係は、一旦締結をみると余程のことがない限

り解消されず。御師にとって檀家（檀所）は、生業の死活問題に関わるほどに不動産と同様か、それ以上に重視される家

産として認識。故に中世後期には永続性の強い利権として株化。 

Ⓒ 主要関係史料：中世☞檀家や檀所が記された売買証文「道者売券」。最近では、御師の配札先が記された檀家リスト「御

祓賦帳」や、伊勢参宮客の宿泊台帳「参宮人帳」等の冊子史料も重視。☞御師と檀家・檀所の実像が鮮明化。特に九州地

域の実態解明が進展。このように伊勢より遠方の檀所研究が盛況。その一方で伊勢国内をはじめ伊勢国近隣地域等の近場

の研究は少なく、尾張国も中世・近世不問で非常に研究蓄積が浅い分野といえる☞新領域研究といっても過言ではない。 

★本講演の内容も、事例紹介枠に留まるものだが、このような事例の蓄積を重ねていくことこそが、将来的には檀所とし

ての伊勢国やその周辺国が有する地域構造を検出可能☞伊勢御師関係史料の更なる発掘・活用の呼び水にしたい。 

 

【２】１６世紀までの伊勢御師の尾州での活動～伊勢と津島との関係を中心に 

☆まずは、古文書集『山田旦家ノ証文・出入及売買』（架蔵）所収の新出の尾州関連の中世御師道者売券写（３通）を提示。 

史料① ※延徳３年（1491）７月付 

     永代沽渡申御道者之事 

  尾州一円者津嶋海津中之
（カ）

［ 

右件之御道者ハ雖親より譲
（カ）

［ 

    申依要々有直銭廿壱［ 

    坂松尾殿へ売渡申渡申処実［ 

    明鏡也已後就此道者違［ 

    煩之儀不可有者也善十郎［ 

    之内ニ不慮之煩出来者其［ 

    本銭返弁可申候仍為後日［ 

    沽巻之状如件 

                   うりぬ［ 

     延徳三年かのとのい七月   かい主［ 

                  同 ひめ［ 



                  同 ひこ五［ 

※注Ⅰ『山田旦家ノ証文・出入及売買』掲載の「山田中道者往古より之証文」なる道者売券等の文書目録には、 

「一 延徳三年   尾州一円者 津嶋 海津 中野 

うり主かい主あね同ひ か
（めカ）

同次 郎
（ひこカ）

五郎 

右ハ松尾豊前方より借用      今以所持仕候則写し入御覧候事」  

と抄録された内容☞本文書中の作成の箇所は「うりぬし[  ] かい主 あね 同 ひめ 同 ひこ五郎」と復元可能。 

 

史料② ※天文２２年（1553）１２月付 

   永代売渡申御道者之事 

    尾張国津嶋我等知行一円 

    右御道者当知行無相違候也雖然 

依有急用直銭弐十貫文松尾 

善十郎殿沽渡申候処実正明白也 

向後可有永々御知行候万一天下大法 

徳政地起行候共是ハ一段申合候儀候間 

於子々孫々不可有違乱者也仍為 

後日状如件 

        ミつのとの  受人 七郎兵衛 

     天文廿二年十二月       永利 判 

          うしとし   使 おしせこ 

                    小むしろや 

        松尾善十郎殿 

              参 

 

史料③ ※元亀３年（1572）３月付 

   永代売渡し申御道者之事 

    尾張一国同美濃一円 

    我等知行之分 

    右之御道者ハ亀田殿よりかい申候つれ
（ママ）

共 

依急用有ニ金五枚ニうり渡し申処 

実正明白也永々御知行可被成候万一 

天下大法徳政地おこし行候共是ハ 

一段申合候儀候間於子々孫々不可有 

違乱者也万一亀田殿其外何方より 

    違乱之儀も候者拙者罷出すまし 

    可申候仍後日ため売状如件 

               使かしらや 

   元亀三年三月      ［売主部分脱カ］ 

 

     松尾善十郎殿 

         まいる 

※注Ⅱ 『山田旦家ノ証文・出入及売買』掲載の「山田中道者往古より之証文」なる道者売券等の文書目録には 



「一 元亀三年   尾張国之道者 

うり主 田中助六 

右ハ松尾豊前方より借用      今以所持仕候則写入御覧候事」  

と抄録された内容有。道者売券写にみえる売買対象（在所）が尾張美濃両国であり、目録の記述（尾張国のみ）とは一致

しないが恐らくは誤って脱落☞本文書の売主（作成者）は「田中助六」と復元可能。  

☆以上が、中世尾州に関連した新出の御師道者売券☞全て「松尾（善十郎）」なる人物宛のため松尾（善十郎）家伝来文書

の写と判断可。次に松尾一族の中世段階での存在形態を提示。少なくとも松尾善十郎は１４８０年代から御師的活動を開

始（表①）。国単位でみれば、１６世紀までの間に松尾家は美濃尾張両国を確実に檀所とし、他に４カ国（播磨・伊豆・相

模・山城）を所有していたと復元可☞計６カ国の檀所を所有。檀所の詳細としては、尾州では具体的には３地域（津嶋・

海津（萱津）・中之（中野））に檀家を所有、とりわけ津島を積極的に購入。ただ、安永６年（1777）の松尾家関係の檀所

をみると、１６世紀代に所持していた伊豆・相模両国が主要で尾張確認できず（表②）。同年は７３名もの外宮御師が尾州

を檀所とし（表⑥⑪）、全国的に御師数をみると第３位の順位、檀家数の順位は１４位で計１０万１０１６軒（表⑧）。明

治初期の御師数は８７名で（表⑩⑫）、御師数の順位は第３位と明治初期にも変化せず（表⑫）。明治初期には檀家数８３

００軒の松尾みちゑ（松尾大夫）と９７９９軒の松尾主計（松尾治郎大夫）の松尾両家が確認（表⑩）。なお、明治初期の

内宮御師については計４６名の活動が確認でき（表③⑤）、全国的には６位（表⑤）。１６世紀までに獲得した檀所として

の尾張国を明治期まで（安永期頃に一端は手放していた可能性はあるものの）一貫して所有していたと理解するのが適切

か？また中近世移行期までの御師としての松尾家の尾張国内での活動を相対的に把握するため、御師関係史料として伝来

した寛永年間までの尾州関連史料を集成（表⑬）。この表から姓無記載者（あね・ひめ・ひこ五郎・熊千代・新兵衛・小三

郎・平左衛門・内宮長官之内又蔵・金五郎・忠右衛門等）や寺僧関係（無量院・定光寺・田中慶寿御方）、檀家等の伊勢国

外者（息田・丹羽・見せ家長・樋口屋・丹羽・町野・今井・松平等）や尾張の檀家を所持しているとはいえない人物や地

名・組織等を除外し、御師と思われる人物が冠する姓を抽出すると、合計で３４姓（松尾・まけ屋・小田屋・ふし蔵・村

松蔵・大世古・ひなかたち・五文子屋・原・昆布屋・橋爪中西・下窪世古・（松木）・薗田・（久保倉）・藤や・桧垣・一志・

麻屋・木戸・米屋（＝升米屋）・久志本・堤・榎倉・亀田・山田大路・田中・高向・吉沢・慶徳・村山・北・西岡・福村）

が検出可。但し、下窪世古と大世古と木戸については、姓ではなく伊勢国度会郡山田内の地名を示す可能性もあるため、

一応それらを除外・整理すると、中近世移行期までの時点で尾州に関係するのは合計３１姓。以上の３１姓が、関連史料

から検出できる尾張国との接点が確認できる御師の家柄と評価可。神宮正祢宜層（松木・桧垣・久志本・薗田）の御師的

活動も確認（松木・薗田両家の場合旧御厨・御薗地域を活用か？山田御厨上分）。交通の要衝や政治拠点・経済拠点を檀所

（萱津・宮・甚目寺・西大須市庭・山田市場・鳴海・津嶋・那古野・清須・小牧等）とする傾向。北（監物）家の場合は、

初穂米の支払は熱田で清須の黒田屋に通達。「あつたの宮にて渡申度候、清須の宿へ申遣候」。熱田と清須に宿。黒田屋☞

宿（伊勢屋）。尾張国での御師的活動は松尾家が延徳３年（1491）と最も早く、檀所に萱津と津島があることは注目。著名

な津島御師と手代の活動の初見史料である所謂「手代廻国証文」（史料⑥）は永正２年（1505）のためそれよりも早くに御

師は檀所として津島を所有していたことの意義は大きい。表⑬を概観すると、萱津も散見できるが、津島に関する史料が

とりわけ多い点が特筆すべきであり（№1・13・17・22・23）、津島の檀家取引には勢州桑名の商人（№17）や泉州堺の商

人（№23・史料⑤）も関与。また、津島の有力一族（光賀・鈴木・真野・堀田）を亀田家が檀家にし（№23・史料⑤）、な

かでも堀田（右馬大夫）家は、慶長・元和期には複数の御師をはじめとする伊勢山田（一志・久保・曽祢・中世古・上中

之郷）居住の１６名と関係（表④）があるため特筆される。実は新出の松尾善十郎宛売券にも亀田家が関与（№２４）。寛

永元年（1624）までの檀所売買頻度は尾張国が全国で３位（表⑨）。さらに、津島神社が所蔵する文明１２年（1480）４月

４日付の「棟札銘写」には「御輿本願荒木田四郎左衛門吉次」（『愛知県史資料編 10 中世 3』2178 号文書）とみえるよう

に本願として荒木田姓の人物が確認☞荒木田姓は伊勢の皇大神宮（内宮）の神職家に関係の深い姓。詳細不明だが、延徳

３年には檀所としての津島が御師松尾善十郎に売却されていることを念頭に置くと、そのわずか１０年程前の棟札にみえ

る「荒木田四郎左衛門吉次」も、御師関係の人物か？☞１５世紀末期以降、伊勢と津島の関係は成立していたことは以上

の検討より明白。 



★つまり慶長・元和期の盛んな津島御師堀田家と伊勢山田住人との交流の前提条件には松尾・亀田両家を軸とする御師の

積極的な津島での活躍があったか？ 

 

【３】近世尾州における伊勢御師の実像 

〔１〕慶長年間以降の山田在住御師（山田師職）の動向 

☆慶長年間、すなわち１７世紀以降の尾州における御師の具体像を一族ごとに概観☞基本的には、遠山佳治氏が検討した

１９世紀後半（明治初年）の両宮の御師と（遠山 1993）、同氏と千枝が検討した安永６年（1777）の外宮の御師の概要を

踏まえつつ、より具体的な様相を提示☞安永６年と明治初年に確認できる御師の系譜関係や檀所・檀家の実像把握。 

※これ以降の★☞中近世移行期にも同族者の活動が確認できる御師（表⑤参照） 

【榎倉家●】慶長７年(1602)５月吉日付の『伊勢太神宮御材木之帳』（「吉田家文書」表⑬№32）によると、神明社造営用

材が榎倉修理進の檀所である岩倉郷内（上野村、石仏、加納、満庭、三淵・井上、八剱・塚越、曽本、岩倉郷惣中、長瀬

村・大円寺・小木市場、大地村・川井村、北嶋村・野依、曽野・羽年・太山寺・いなり、長桜・小々所・やすら・なかせ、

郡左右郷）より計１４本寄附。また、同家の尾張国内（岩倉・（岩倉）下市場・きわ山・なかせ・小木市・かミの・青山・

小ま木・きよす・かうり・はた中・北嶋・まんは・熊荘・おくち等）の檀家等より初穂料等寄附。同年１１月２３日付の

「松平忠吉朱印状写」（「吉田家文書」表⑬№33・史料⑮）により、榎倉修理進は岩倉村内伊勢町（含市場地名）の諸役免

許を松平忠吉より獲得。榎倉修理進は寛永１６年（1639）の岩倉神明社造営に関与（表⑬№39・史料⑯）。※榎倉（修理）

家の尾州での活動は天文１５年（1546）が初見年（表⑬№21『岩倉町史』）。榎倉修理進武幹が記した家譜的記録『尾張国

丹羽郡 岩倉村神明宮再願之私記 誠意録』（「吉田家文書」）によると、尾張国には寛政元年（1789）正月頃には「石仏村 加

納満庭村 井之上村 八剣村 曽本村 岩倉村 大地村 曽野村 大山寺村 長桜村」といった「岩倉村近村三拾ヶ村計祈祷所

ニ持伝旦所」が存在。 

【村山家】元和６年（1620）に山田の御師村山掃部が内宮祢宜薗田内蔵佐の檀所である「羽栗れん村」を購入（表⑬№34

『山田旦家ノ証文・出入及売買』）。 

【高向家●】元和７年（1621）３月吉日付で山田の御師高向与三太夫光世が檀家と思われる篠島地下に仮屋及び月水に関

する遵守規定を通達（表⑬№35『瀬川清子-女性民俗学者の軌跡-』所収文書）。 

【福村家】寛永４年（1627）９月に伊勢山田田中居住の福村善尉が記した御祓賦帳『北伊勢 尾張 三川 御道者日記』（架

蔵）には（表⑬№37）、尾州名古屋の住人４名が確認。福村善尉は、外宮の御祓大麻（箱祓）と土産物（熨斗鮑・鰹節・白

粉・布海苔・茶）を檀家に配札し、その見返りとして米や銭を頂戴。他にも同冊子には尾張国の檀家としては「院台村」

なる村が確認できるものの、他は三州と勢州の檀家が大半。『御師福村大夫諸国御道者饗応帳』（神宮文庫蔵）にも、「尾州

丹羽郡川井村代参 一 鳥目六百銅 米四斗四升」といったように尾州丹羽郡川井村関係の記述が散見。同冊子には「天保

四年癸巳六月三日」や「乙卯 五月」と記載がみえることから１９世紀代、とりわけ天保４年から安政２年（1833～1855）

頃の記述？☞１７世紀初期に檀所としての尾州を獲得しその後も維持、だが明治初年には同家の尾州の檀所は未確認。 

【亀田家●】寛永８年（1631）閏１０月吉日付「永代売渡申御道者之事」（表⑬№33・史料⑭ 神宮文庫蔵『輯古帖』）によ

ると亀田四郎右衛門尉善久が「判金壱枚」で（清水）「権之介殿之御親類衆并おわり大納言様御賀中ニ御入候清水兵助殿同

彦四郎殿のけ」）て、所有する檀家「参河大はまと申在所より被成御出候清水権之介殿壱人」を「丸岡宗大夫」に売却☞旗

本清水権之介（政広）の一族の清水兵助及び清水彦四郎は初代尾張藩主徳川義直家臣であるため尾張国住人と判断。元禄

３年（1690）には亀田七左衛門が田中中世古町の堤宗大夫家所有の闕所地としての檀所を翌年６月２３日に購入（「持分道

者尾州師崎、同国方名村、同名護屋町方、北伊勢中富田村、丹波笹山、紀州和歌山、三州吉田、同 江戸・京・大坂・伏

見等」『三方会合記録 五』）。七左衛門家自体は、正徳４年に（1714）は「宮後西河原町亀田七左衛門不如意ニ付絶家之事」

『三方会合記録 五』）と一旦絶家。 

【一志家●】寛永年間初期頃に外宮御師一志重大夫の旦那尾張愛智郡南野村衆が内宮御師西岡四郎兵衛に売却（表⑬№42

『山田旦家ノ証文・出入及売買』）。 

【遠山家・小川家】万治３年（1660）３月吉日付の「売渡し申候御道者之事」（神宮文庫蔵「道者売渡証文」）によると、



「遠山与次右衛門」が「小川彦左衛門後家」他計４名より「小判九両」にて「尾州名古屋御道者九拾六家我等代々雖為知

行」を購入。 

【内山家Ⅰ・桧垣家●・扇田家】元禄１６年（1703）７月１１日付「永代売渡シ申御道者之事」（神宮文庫蔵「内山正命文

書」）によると、「桧垣九神主貞徳」より「小判四百拾四両八匁壱分三厘」にて「尾州御道者村数合五拾五カ村家数合弐千

弐百拾七軒」を購入。元禄１３年（1700）５月吉祥日付の『尾州御檀那御祓大麻賦帳』（神宮文庫蔵「内山正命文書」）か

らこの時に内山文大夫が得た尾張国内の主だった檀所を記載順通りに抜き出すと、計４５地域（愛知郡露橋村・五女子村・

二女子村・四女子村・永郎村・北一色村・米野村・春日井郡守山村・大永寺村・愛知郡上社村・藤森村・中田村・一色村・

下社村・高針村・愛知郡傍士本村・祐福寺村・和合村・中嶋郡清洲・上日下部村・稲葉町・西牧村・分地村・祢宜屋村・

蓮花寺村・落合村・宮重村・丹羽郡五日市場・春日井郡山之腰村・宇福寺村・石橋村・西之保村・丹羽郡伝法寺村・北嶋

村・中嶋郡花池村・宮之地村・目久井村・葉栗郡福塚村・大日比野村・丹羽郡高尾村・勝佐多村（西之方・東ノ方）・山尻

村・和田村・春日井郡上大気村・同村下之分）を検出可。なお、同冊子には「外宮長官常和 代官 植村彦兵衛」とある

ことから桧垣家の尾州での廻檀活動は「代官」（手代）を利用していたことが判明。また、内山文大夫は、享保１０年（1725）

１０月晦日付「永代売渡申御道者之事」（「内山正命文書」）によると、「扇田次郎大夫忠富」より「参拾両」にて「尾州十

二番大子町北側同南側大瀬子浦中瀬子登り町横町茶屋町北側同南側中町善福寺町塩海道木之目須賀町とふくめ中瀬子町

名古屋家数弐百弐拾軒之御道者」を買得。同年８月１８日付で「売主 一鳥居 扇田治郎大夫」と「買主 内山文大夫」の連

名で「下中之郷 御年寄衆」宛に出された「覚」（「内山正命文書」）には「扇田治郎大夫持分尾州須賀浦御道者弐百拾弐軒

同所名古屋御道者八軒合家数弐百弐拾軒代金三拾両ニ内山文大夫方江永代売渡シ文大夫買得仕候」とあることから、享保

１０年に得た内山文大夫の尾州檀家２２０軒の内訳は、名古屋分の８軒のほかは全て熱田の須賀浦の檀家。１９世紀代に

は内山家は複数の手代（藤野庄右衛門・加藤与左衛門・中井久右衛門）を用いて尾州廻檀を実施。 

【扇館家・三日市家（・角田家）】天明４年（1784）の『年中行事并諸旦那贈答式』（架蔵 史料⑧⑨）には御師の扇館半

大夫（下馬所前野町）と三日市兵部大夫（岩淵町）の名古屋の檀家への書状の文案雛形（扇館は大光院、三日市は大沢弥

次右衛門）が所収され、武士用、すなわち尾張藩士用の文案も掲載☞城下町名古屋の特徴？安永６年（1777）時点で扇館

半大夫こと、山園半大夫は、５８７８軒の檀家を有するものの、主要檀所（越後 1300余・三河 950・京・大坂・江戸・摂

津）には尾張は含まれず（『安永六年師職諸国旦方家数改覚』）。ただ、天明４年には名古屋に檀家がいたことは明白である

から、越後・三河両国を抜いた約３６００軒程の檀家の幾分かが名古屋の檀家である可能性有。また、扇館の親類の角田

藤大夫も、安永６年時点で下馬所前野町に住む尾州を檀所（2600 軒）とする御師。あるいは角田が扇館の尾張檀家のやり

取りを代行した可能性も。仮に角田が扇館の代行をしたとした場合、それは手代のような業務か？ 

【松木家●・北川家】文政３年（1820）には松木九神主が北川与一大夫所有の名古屋町方の檀家１６軒を買得（『新修名古

屋市史』４）。明治２年（1869）９月付『尾州 参州 旦廻録 松木家』（神宮文庫蔵）なる松木家の廻檀記録が現存。「日

間賀浦大里」「同（日間賀浦）西里」と尾州知多郡日間賀島村の地名が確認されるもその他は伊良湖や饗庭村といった三河

国の檀所が大半か。 

【橋村家】文政１０年（1827）と推定される閏６月２１日付の橋村主膳宛「大道寺直寅書状」（史料⑩ 架蔵）から橋村八

郎大夫家の檀家に尾張藩重臣大道寺玄蕃直寅が存在することが判明。史料⑪にみえる「玄蕃様」は、史料⑩より尾張藩重

臣大道寺玄蕃直寅のことを指すが、手代による廻檀活動は名古屋でも展開。 

【岡村家】文政１０年９月（1827）には山田御師岡村三大夫が「愛知郡岩塚氏子中」宛に御鍬を配布（中村区七所神社蔵

「御鍬祭祈祷札」『新修名古屋市史』４）☞御師の御鍬祭関与の微証 

【古森家】天保１４年（1843）９月付の御師古森大夫の御祓賦帳『尾張国 海西郡 竹田新田 全』（神宮文庫蔵「古森大夫

引受諸国御檀家御祓賦帳」）には海西郡竹田新田の庄屋大田伊右衛門を筆頭に同家の檀家（計 38名）が記載（表⑯参照）。

大半は竹田新田の住民であるが、他にも近郊地（東蜆村・亀カ地村・馬カ地村・飛嶋新田・鮫カ地村）の住民が確認。 

【（内山家Ⅱ・）松田家・上部家・今井田家・久保倉家●・前野家（・桧垣家●）・宮後家・山本家】文政１３年（1830）

正月吉日付の内山大夫家の檀所備忘録『諸国御旦所村名附控』（「内山正命文書」）には計７０の主要檀所名があがるが（表

⑭）、同冊子には内山大夫家以外の御師名も散見☞下米野村には松田三大夫、大永寺村には上部左近、藤森村には今井田



大夫、和合村には久保倉大夫、上日下部村には前野喜大夫・上部左近、稲葉宿には桧垣右京・宮後神主、花池出町には山

本重大夫、花池村には山本重大夫・内山六大夫、福塚村には上部勘五郎大夫、の檀家が存在。また、『名護屋 町方 家中 

内山銘 子とし写』（表⑮「内山正命文書」）をみると内山大夫は１９世紀代の名古屋の町方にも複数の檀家を所有。名古

屋らしい伊勢講（「茶道具屋講」「魚之棚講」）の存在。尾州の町方での商工業者を檀家として把握〔名古屋☞書肆（永

楽屋東四郎） 枇杷島町☞問屋（菓子屋・綿屋） 熱田☞小引船持〕※宝永元年（1704）より上部左近家の活動は後述。 

【河崎家・喜早家・堤家・谷家】弘化２年（1845）８月付『自身勤旦回人数牒 上中之郷』（史料⑬ 神宮文庫蔵『諸張

込帖』）によれば、尾張国を檀所とする御師としては上中之郷の河崎惣大夫、浦口町の喜早因幡、下中之郷町の堤右門、

曽祢町の谷彦一郎の４名が確認。河崎は「自身」（御師自身である河崎惣大夫）「勤旦回」、他は上中之郷の「名代」（喜

早は小林清右衛門・堤は山口源左衛門・中井六右衛門）「勤旦廻」。なお、谷家は、嘉永５年（1852）１１月付の御師内

山大夫の『熱田御祓賦り帳 此内ニ谷銘二軒有 内山大夫』（「内山正命文書」）に、「白鳥」の中村七兵衛、「古渡り一里

塚ゟ一丁東側」の（下駄屋）山口屋与右衛門の２名には「谷兵部大夫銘」の御札、熱田地域内ながらも住所不詳の大工

新蔵には、「谷銘」の御札が内山家より配札。 

【中西家●（・黒瀬家）】史料①と②から、弘化３年（1846）時点での御師中西大夫の名古屋と小田井村等の尾西・尾北部

の檀家構造が判明。両冊子から中西大夫家は黒瀬大夫から黒瀬大夫銘を獲得し、そのままの御祓銘で配札☞文政７年（1824）

５月付『山田師職銘帳』（神宮文庫蔵）の上中之郷町居住の御師（年寄家）「中西左衛門」には「筋向橋中西大夫 中西大夫 

両銘ニ而一株」「黒瀬大夫 銘譲 宮後三頭大夫 同 此両銘宮後西川原町黒瀬図書ゟ譲受候旨戌十一月申出ル」と注記。ま

た、文政１１年（1828）５月付『山田師職銘帳』の中西左衛門の箇所には「左衛門義病死致倅伯耆家銘相続致候段子極月

町ゟ届出ル」「伯耆義此度他家へ相続ニ罷越候ニ付弟弘之助家銘相続致し中西弘之介と相名乗候段丑四月申出ル」「弘之助

義此度佐渡と改名之旨八月十一日上中之郷町ゟ届出ル」の注記と中西左衛門の「左衛門」の箇所が「/伯耆」「/弘之助」「佐

渡」と修正☞中西家の相続問題の痕跡。さらに弘化３年（1846）前後で現存する『山田師職銘帳』はⒶ天保１０年（1839）

５月分とⒷ嘉永元年（1848）５月分の２冊が該当するが、Ⓐの台帳に載る中西姓の御師は計１８家、Ⓑの台帳に載る中西

姓の御師は計１７家、のうちで「黒瀬大夫」銘株の記載があるのは上中之郷の中西佐渡家のみ☞史料①と②は中西佐渡家

旧蔵の御祓賦帳と判断。上中之郷町の中西佐渡家は文政９年（1826）に宮後西川原町の黒瀬図書家より黒瀬大夫銘株を譲

渡☞中西家は同年に史料①と②に記された尾州の檀家を獲得し、尾州は有力な檀所としての位置づけとなったか？☞名古

屋城下では尾張藩重臣〔生駒家及び同家役人（林・神野・三輪・奥田・岡本）・津田家〕や万松寺などの有力寺院、また熱

田宿東本陣森田八郎右衛門などの有力町人などが注目。さらに名古屋郊外の美濃路地域では庄屋や有力商人（問屋）など

の存在が注目。特に、旧西枇杷島町域の神明社との檀家との関係〔二ツ杁神明社棟札（史料③）にみえる山田一族と同族

者。小場塚新田村の神明社（1652年創建）棟札（史料④）にみえる渡辺源蔵（農業渡世）と同族者。小場塚新田村の戸数

⇒文化７年（1810）：３６軒（『西枇杷島町史』）・弘化３年（1846）：42軒（『にしびの文化財』）、弘化３年時点の小場塚の

檀家数３７☞同村のほぼ全村民が檀家〕。尾州の新田開発と神明社建立と御師檀家との関連性。御師の住所把握（表⑦⑮） 

★以上が慶長年間から慶応年間までに尾州で活躍した御師（山田在住）計３１家についての概要。 

 

〔２〕慶長年間以降の宇治在住御師（宇治師職）の動向 

 前項までが山田師職の活動の実態。残念ながら、宇治師職側、つまり内宮御師の史料は山田以上に少なく、特に纏まっ

た尾州の史料はほとんど確認できないが、少ないながらも若干は存在するため次に提示。 

【薗田家●】元和６年（1620）に内宮祢宜薗田内蔵佐の檀所である「羽栗れん村」が山田の御師村山掃部に売却（表⑬№

34『山田旦家ノ証文・出入及売買』）。 

【西岡家】寛永年間頃に内宮御師西岡四郎兵衛が外宮御師一志重大夫の旦那尾張愛智郡南野村衆を購入（表⑬№42 『山

田旦家ノ証文・出入及売買』）。 

【藤波家】寛文８年（1668）１０月吉日付の『御檀那本帳』（神宮文庫蔵）によると内宮一祢宜藤波氏冨の「名護屋」の檀

家として「兼松又兵衛」と「同御内方」と兼松又兵衛夫妻が記載。 

【山本家】『尾張公御参宮之節献立』（神宮文庫蔵）より享保５年（1720）２月３日の内宮御師山本大夫末高が尾張藩主徳



川継友の伊勢参宮時に本膳以下の献立提供が確認。※山本家＝公儀御師（内宮側） 

【早田家】文政１３年（1830）の『諸国御旦所村名附控』（表⑭ 「内山正命文書」）には中嶋郡上日下部村に内宮早田大

夫の檀家有。 

【岡田家・勝村家・八羽家】史料⑫（架蔵『岡田家貸付文書』）から嘉永６年（1853）に宇治御師岡田七郎大夫は岡田平大

夫に尾州知多郡８３２軒の檀家を譲渡☞もともと天保８年（1837）に宇治御師勝村大夫よりの譲渡物。実は、その譲状の

写しも同冊子には所収され（天保８年９月付「永代譲り渡一札」）、それによると天保７年（1836）に八羽石大夫から譲渡

されていることが判明☞そのこともあって、御祓銘は「八羽石大夫」と「岡田七郎大夫」の両銘が史料⑫にも確認。明治

初年でも八羽石大夫銘以外は確認可☞嘉永６年以降に八羽石大夫銘の使用は廃止か？ 

【岩井田家】嘉永元年（1848）１０月に内宮御師岩井田右近の内衆が記した『尾州知多郡村々年始状御祓年玉物仕込高之

控』（神宮文庫）には１３カ所（小佐村・中須村・大泊村・久村・小野・西村・卯之山村・初神村・岩屋村・山田村・片名

村・大井村・内海浦）の地名が確認☞その多くに岩井田家の檀家が存在か？ 

【正木家】嘉永５年（1852）１１月の内山大夫の『熱田御祓賦り帳』（「内山正命文書」）に「内宮正木大夫与格年納」 

★以上が慶長年間から慶応年間までに尾州で活躍した御師（宇治在住）計１０家についての概要。 

 

【４】おわりにかえて～神明社棟札にみる伊勢御師と津島御師の繋がり 

最後に、御師の活動を一宮市旧尾西市域に残る神明社の棟札等からその実態を紹介。『尾西市神社什物調査報告書』所収

の「尾西市内神社所在地図」をみると、旧尾西市域には「神明」を冠する神明社が１２社確認。また御裳神社のようにか

つては神明を社名としていた神社も複数存在。御裳神社の宝物のなかには、伊勢の神主や御師に直接関連するものも複数

現存《『尾西市神社什物調査報告書』の№19神号（岡田経資？）№20御神号（久志本常達）・№30 書（三日市大夫次郎）・

№33書（浦田長恒）・№35薗田守胤・№46（久志本常昭）》し、「外宮惣末社」「内宮惣末社」と記された両宮関係の神社名

一覧の摺物などの御師関連資料も存在。なお、天保８年（1837）に吉藤村庄屋吉左衛門が起宿林右衛門船により初穂米を

御師善太夫へ送る事例を旧尾西市域における御師をめぐる物資輸送の多くは、神明津の川番所経由による木曽川を利用し

たものであり、その拠点が起宿であり（林 2000）☞近世伊勢関連の宝物の多くは水上交通を介して流入した可能性が高く、

また旧尾西市域は神明信仰（伊勢信仰）が広く浸透していた地域。 

旧尾西市域に多数残る神明社関連の棟札としては、那迦島神社には「奉再興神明」とある慶長１９年（1614）のものが

最古。同地域の棟札のうち、小原村、すなわち開明字東沼に鎮座する神明社の棟札が注目できる（史料⑦）。同社は宝永元

年（1704）造営の棟札が最古。その棟札の裏側には「宝永甲申歳十一月廿八日外宮御師」「権祢宜正五位下度会神主貞因」

「上部左近代高野長左衛門」と墨書☞伊勢国度会郡山田宮後町押世古に居住する外宮御師上部左近貞因と同家代官（手代）

の高野長左衛門が神明社神遷に関与。つまり、小原村には上部左近家の檀家が存在し、この神明社を拠点として高野が域

内を廻檀。また、表側の墨書には「奉遷天御中主尊」「当小原村氏神祭所」「子孫繁昌息災延命」「五穀成就祈所」とあるが、

外宮権祢宜家でもある上部左近家は伊勢外宮主祭神「豊受大神」ではなく伊勢神道上で重視された同神と同体の「天御中

主尊」の信仰を伝道。五穀成就の祈祷は小原村の別名に小原新田とあるように近世新田村の小原村の神明社氏子中で求め

られていた願いを象徴する文言。寛政３年（1791）には上部左近家に認められた長崎国右衛門（地元神職か）が神遷の祭

祀役を従事。文化１３年（1816）閏８月１５日付の神明社の棟札には上部左近貞暁と小原村惣氏子中の表記がみえ、同年

月日付の朝熊社（朝熊社六座）の棟札にも貞暁が確認されるため、上部左近家は小原村の神明社だけでなく朝熊社にも関

係。さらに、小原村の神明社（と朝熊社）は、伊勢御師上部左近家と繋がりのあるだけではなく、元文５年（1740）の棟

札に「津嶋神官 堀田右馬大夫紀治之」とみえるのを初見に津島御師堀田右馬大夫家とも関係有☞１６世紀から１７世紀

にかけて確認できる津島御師堀田（右馬）家と伊勢（外宮）御師との関係性の継続を意味すると評価可能。 

★１５世紀以降、津島と伊勢との人的ネットワークは強固であった可能性☞伊勢と津島との信仰面での関係は調和的？ 

☞西堀江神明社の棟札（『新川町史 資料編１』）には天保８年（1837）に斎主として氷室作大夫が確認される意味とは？ 

（表）「神明社/尾張国春日井郡西堀江村/屋舩勺々迺馳命/屋舩豊宇気姫命/守護」 

  （裏）「天下泰平国家安穏/天保八丁酉年九月吉日/斎主 氷室作大夫」 
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