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実施概要 １

本資料に掲載している画像・資料等はあくまでも資料用素材として使用しており、関係各社・団体のWEBなどから使用しているものもあります。
複製転載・外部への公開はご遠慮願います。

■イベント名 名古屋市✖台中市 パートナー都市協定1周年記念事業

台中夜市

【同時開催】 ※別紙参照
11月6日(金) 16:00～
NEXCO中日本グループとの台中市清水サービスエリアにおける
インバウンドプロモーションに関する連携協定締結式

■主 催 名古屋市観光文化交流局
日台若手交流会・日台交流サロン

■協 力 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

■実施日時 令和2年
11月6日(金) 16:00～21:00 ※ 各日 雨天決行
11月7日(土) 12:00～21:00
11月8日(日) 12:00～20:00

■実施場所 Hisaya-odori Park メディアヒロバ
愛知県名古屋市中区錦3-15-13

■入場料 入場無料 (飲食・物販については実費)

■実施内容 名古屋市は、令和元年10月25日（金）に台中市において、同市政
府とパートナー都市協定第1号となる「観光分野におけるパートナー都
市協定」を締結しました。その締結1周年を記念しまして、台中をテーマ
とした夜市ブースを展開いたします。各ブースでは、台中のグルメ・スイー
ツや物販、両市の観光PRブース、ステージではミニライブの演奏などを開
催します。

また、メディアヒロバで開催する事で、セントラルパークのリニューアルオープ
ンとの相乗効果を狙い、再開発で生まれ変わった栄エリアの盛り上げに
寄与するとともに、両市の協定に基づいた、観光情報発信の相互協力、
民間及び青少年の交流促進、各種メディアを活用した相互送客に繋げ
る事業として開催いたします。

Taichung Night market



会場情報 ２

ヒサヤ オオドオリ パーク メディアヒロバ
名古屋市中区錦3-15-13

ヒサヤ オオドオリ パーク

メディアヒロバ



会場図 3



組織図 4

統括責任者
名古屋市観光文化交流局

観光交流部長 高岡 豊彦

主 催

名古屋市観光文化局
日台若手交流会・日台交流サロン

会 場
ヒサヤ オオドオリ パーク

メディアヒロバ

電設工事

会場設営
株式会社オンデスク

沖田 拓郎

事務局

名古屋市観光文化交流局
中村 有志
野村 太一

日台若手交流会
会長 野場 惇平

他

施設管理
Hisaya-odori Park DESIGN 

CENTER

会場統括
名古屋市観光文化交流局

観光交流部主幹 大塚 勝樹

会場統括
日台交流サロン

会長 加藤 秀彦

夜間警備

ごみ収集・清掃

NEXCO中日本グループとの
台中市清水サービスエリアにおける
インバウンドプロモーションに関する連携協定締結式

ステージ出演

①台中出身歌手 洸美-hiromi-
②アミ族 SARIKAKA



全体スケジュール（11月6日) 5

設営関係 出店者関係 その他 備考

テント設営 階段より搬入 音響PAの音量は 締結式参加者VIPアテンド

テント下ビニール養生 16:00締結式オープニングは ビジョンの音声より小さく (中村・野村)

※作業時チェーンPでエリアを 出店者も参加

囲い、通行人の導線確保。

7:00

8:00 8:00 設営スタート 8:00 ビジョンテクリハ

※電設工事含む PR動画・動画メッセージ等

9:00

10:00

11:00

12:00 12:00 出店者搬入開始 12:00～NCVB職員応援

13:00 13:00 洸美さん会場入り

13:30　MC会場入り

14:00 14:00 洸美さんSチェック

15:00 搬入終了 14:30 締結式リハ

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

※会場ゴミ収集

22:00

23:00

項目

15:00～　オールスタッフ　昼礼

名古屋市✖台中市 パートナー都市協定1周年記念事業

台中夜市

16:00～16:30

NEXCO中日本グループとの台中市清水サービスエリアにおける

インバウンドプロモーションに関する連携協定締結式

12:00  設営関係 ALL UP

15:30 締結式出席者

会場入り

締結書説明(中村)

7:30  事務局スタッフ 会場入り

21:00  会場 CLOSE

21:00～翌09:00 夜間警備

Taichung Night market



全体スケジュール（11月7日) 6

設営関係 出店者関係 その他 備考

7:00

8:00

9:00

10:00 設営手直し等

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00 15:00 アミ族SARIKAKA　　

会場入り

16:00

17:00 17:00 アミ族SARIKAKA　　

ステージ

18:00

19:00

20:00

21:00

※会場ゴミ収集

22:00

23:00

項目

11:50～　オールスタッフ　昼礼

名古屋市✖台中市 パートナー都市協定1周年記念事業

台中夜市

11:30  設営関係 ALL UP

9:00  事務局スタッフ 会場入り

21:00  会場 CLOSE

21:00～翌09:00 夜間警備

前21:00～09:00 夜間警備

開催時間 12:00～21:00

Taichung Night market



全体スケジュール（11月8日) 7

設営関係 出店者関係 その他 備考

7:00

8:00

9:00

10:00 設営手直し等

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

※出展者搬出時、

19:00 出来ましたらボランティアさん

お手伝いお願いします。

20:00

21:00

22:00

※会場ゴミ収集

23:00

0:00 会場　OUT

項目

20:30～23:30 設営関係　撤収作業

11:50～　オールスタッフ　昼礼

名古屋市✖台中市 パートナー都市協定1周年記念事業

台中夜市

11:30  設営関係 ALL UP

9:00  事務局スタッフ 会場入り

20:00  イベントCLOSE

出店者 搬出

前21:00～09:00 夜間警備

開催時間 12:00～20:00

Taichung Night market

20:00 電気回路 OUT



出店会場図 8

デジタルサイネージ

出店ブース
5400×3600

ステージ (パンチ仕様)
7200×1800
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★ ・・・ 消火器設置ブース

番号 店名 品目 設備 火気 番号 店名 品目 設備 火気

❶ 名古屋市　本部テント
名古屋市

台中市観光PR等
ー ❼ 日台若手交流会

ゲーム

物販
ー

❷
台北四季台湾食房

喫茶們偲

台湾粽

肉まん

酸辣湯

焼ビーフン

台湾茶

コンロ、蒸し器 ● ❽ 台湾観光情報
観光情報

無料提供
ー

❸ 台湾屋台 サリカカ

魯肉飯

唐揚げ

台湾フランクフルト

台湾素麺

ほうじ茶ミルク

コンロ、蒸し器 ● ❾ 台湾を応援する会
キャラクターグッズ

物販
ー

❹ 台湾美食湯包
小籠包

台湾ゆで卵
コンロ ● ❿

台湾茶専門卸

TeaBridge
台湾茶 コンロ ●

❺ 驛の屋

台湾粽

生姜スープ

台湾辛ミンチ(物販)

コンロ、蒸し器 ● ⓫ 沐茶　MUU CHA スイーツスープ コンロ ●

❻ 李さんの台湾名物屋台 台湾唐揚げ フライヤー ● ⓬
本格台灣飲料店

藍鵲～LanChe～

黒糖タピオカラテ

タピオカケーキ

ランチェ茶

コンロ ●



デジタルサイネージ

会場レイアウト図 9

16500

15500

プラチェーン

※ステージ回りについては、締結式
および演目時はプラチェーンで囲みます。

※階段およびエスカレーター回りについては、
プラチェーンにて導線確保します。

■給水場 (排水は出来ません)

給水(散水栓) ※1F

会 場

電源盤

空中配線

●

●

●

●

●

●

ハイテーブル



出店リスト詳細一覧 10

番号 店名 品目

❶ 名古屋市　本部テント 名古屋市台中市観光PR等

❷ 台北四季台湾食房・喫茶們偲
台湾焼肉粽、台湾肉まん、大根もち

台湾焼ビーフン、スーラータン、台湾ウーロン茶

❸ 台湾屋台サリカカ 魯肉飯、鶏排、台湾ソーセージ、台湾もつ素麺、ほうじ茶ミルク

❹ 台湾美食湯包 小籠包、茶葉蛋

❺ 驛の屋 薑母鴨麵線・爌肉飯・台湾南部粽子・台湾辛ミンチ

❻ 李さんの台湾名物屋台 台湾唐揚げ　　ラージャン唐揚げ　　橙香唐揚げ

❼ 日台若手交流会 ゲーム・物販

❽ 台湾観光情報 観光情報無料提供

❾ 台湾を応援する会 キャラクターグッズ物販

❿ 台湾茶専門卸 TeaBridge 台湾茶

⓫ 沐茶　MUU CHA

豆花紅豆湯

豆花花生湯

豆花粉圓湯

豆花芉園湯

紅豆湯

花生湯

銀耳紅棗湯

⓬
本格台灣飲料店　藍鵲〜

LanChe〜
黒糖タピオカラテ　タピオカケーキ　ランチェ茶



店名看板一覧 11

台湾茶専門卸
Tea Bridge

台北四季台湾食房

喫茶們偲

台湾屋台 サリカカ

沐茶 MUU CHA

本格台灣飲料店 藍鵲
～LanChe～

名古屋市 本部テント

日台若手交流会

台湾を応援する会

驛の屋

台湾美食湯包

李さんの台湾名物屋台

420×148
ラミネート加工
※飾り罫は変更になる場合があります。



■ブース仕様について

上記の間口1.5間(2700mm)×奥行2間(3600mm)を１ブースといたします。
（上記イラスト全体は２ブースになります）

主催者側でご用意する基本設備（１ブースあたり）
・テーブル（W1800×D450）×２本 天板はベニヤ板
・パイプイス×２脚
・蛍光灯（40w）×１灯
・電源（500w２口コンセント）×１個
・社名板×１枚 (品名か店名どちらでも可)
・感染症対策用透明シート(3600×900) 1枚
・足元はビニール養生
・火気のあるブースについては、消火器1本
・18リットル入りタンク (保健所指導)
・水道：共同給水所あり

※上記以外につきましては別途オプションとしてご案内いたします。
※各ブースにおいての新型コロナウイルス感染対策については、

透明シート以外は、出展者様でご対応のほどよろしくお願いします。
※上記以外の経費については、出店様のご負担となります。
※出店料無料、売り上げロイヤリティなし。

出店ブースについて 12



1. 目的
様々なお客様に台中市の魅力や文化を知っていただき、名古屋市との交流をより一層深めるような内容
とし、名古屋市×台中市パートナー都市協定にふさわしい出店でお願いいたします。

２. 開催日程について
令和2年 11月6日(金) 16:00～21:00

11月7日(土) 12:00～21:00
11月8日(日) 12:00～20:00

場 所 ヒサヤ オオドオリ パーク メディアヒロバ（旧・もちの木広場）
愛知県名古屋市中区錦3-15-13

※ 雨天決行、破天中止
・中止の場合の前日判断：前日18 時までに皆様にご連絡いたします。
・中止の場合の当日判断：当日7 時までに皆様にご連絡いたします。
※当日の突風やゲリラ豪雨などの悪天候時には中止にさせていただくことがございます。

３．商品搬入及び搬出について（時間厳守）
・一度に多くのお店が搬入出になり混雑が予想されますので、安全に充分留意してください。
・搬入の時間帯は下記の通り、民間駐車場に車をとめて搬入して下さい。
●搬入時間 12：00～15：00
●搬出時間 20：00 ～

●運搬上の注意
① 場内の設備や器物を出店者の不注意や事故等で破損させた場合には、各自の責任により
弁償していただきますので、搬入出や出店中の作業は充分注意を払ってください。
② 搬入出は決められた時間内に必ず行って下さい。
③ 短時間での搬入出になるため、大変な混雑が予想されます。各店ごとのトラブルなど無いよう、譲
り合いの精神でスムーズな作業を心がけてください。また近隣の道路への違法駐車は絶対にしないで下さい。
④ 出店予定場所は前日までに御連絡します。各自で確認し、ご来場下さい。

４．出店の位置
・出店場所は運営側で位置を確定しますので、ご要望を伺う事は出来ません。

５．備品について
・出店に必要な備品は全て各自でご持参下さい。
・なお基本設備以外のイベント備品についてはオプションとなりますのであらかじめご了承ください。

6．ゴミの処理
・会場内にゴミ箱は設置していますので、お客様にご案内お願いいたします。
・トイレ及び排水等に、油脂類や廃棄物を捨てる事は厳禁とします。もし行為を見つけた場合には、
清掃費等の実費請求をする場合があります。
・調理材料などの梱包段ボール等は各自でお持ち帰りください。
・調理等をする際は足元全面を別途養生し、落ちた食材・生ゴミなどは必ず回収してください。

7.水の使用について
・指定された水道を使用することは出来ますが、排水（洗い物・残り汁など）することは出来ません。
また飲料用水は必ず各自でご用意下さい。

・飲食ブースは、保健所の指導により、18リットル入りのタンク(タンクは手配済)を二つ設置をお願いいたします。

出店マニュアル (要綱)-① 13



8．出店物について
出店物は販売可能な品物またはサービスで、で適正な価格であること。但し、以下に該当するものは
出品できません。
(１) 消費者の安全を損なう恐れのあるもの
(２) 著しく他の出店者の迷惑となるもの
(３) リサイクル品（フリマ不可。リサイクル品を利用したオリジナル品は可、アウトドア用品のリサイクル品は可）
(４) 偽ブランド商品等の贋作(がんさく)品、著作権を侵害する品、販売禁止素材を使用した品
(５) その他主催者が好ましくないと認めたもの
※・お客様からの苦情につきましては、出店者各自にて対応をお願い致します。

・衛生面には十分気を付けて、食中毒等事故のないようお願い致します。
また、以下の飲食物は販売可能です。
Ⅰ）最終工程としての調理加工品として販売する品目
Ⅱ）許可ある店舗または業者が事前調理し、包装やパック詰めした弁当または惣菜、菓子・パンなど。
Ⅲ）その他の食品の物品販売(生鮮食料品:野菜、果実、海藻等や瓶詰め、缶詰食品等)
Ⅳ）営業許可のある調理品
※ 公序良俗に反する商品や主催者が不適切と判断した商品を販売していた場合、営業を停止させてい
ただく場合がございます。また、営業時のトラブル、事故等について当方は一切の責任を負えません。
※ 保健所の指導で出店品目の変更や販売中止をお願いする場合も御座います。

9．食品の販売
主催者側で関係官庁に必要な届出を行いますが、以下の点に注意しご協力をお願い致します。
(１) 適正な営業許可をお持ちの方は、本部受付時に営業許可証の写しを提出して下さい。
(２) 事情により販売内容を変更していただく場合がございますのでご了承下さい。
(３) 飲食時に使用するコップ・箸等は、使い捨てのものを使用して下さい。
(４) 衛生面には特に注意するよう心がけて下さい。
※ 11月6日(金)のオープン前に保健所の立ち入り検査があります。

10.電気・ガス類の使用について
・プロパンガスの手配は法令を順守し、必ず専門業者に委託して下さい。
・火気を取り扱う場合には、細心の注意のもと使用し、必ず消火器を備え付けてください。(主催者対応)
・発電機等を使用することは禁止させていただきます。
・万一の事故が発生した場合、事故を起こした該当出店者で保障をお願いします。

11．事故の責任
開催中に会場内外に問わず、出店者に関わる行為によって事故が発生したときは、該当出店者におい
て解決してください。

12．出店上の諸注意とお願い
(1) 指定場所以外の出店はできません。
(2) 大型商品の積み上げは危険のないように十分注意してください。
(3) お客さまにお店が判るように、各ブースで内容が判るメニューを掲示して下さい。
(4) 店の周囲の清掃は開催中も常時各店で実施してください。
(5) 会場内は原則禁煙となっております。
(6) 汚水・油・食べ残しの汁などについては、各自お持ち帰りください。
(7) イベント終了後、出店者全員で会場を清掃致します。

出店マニュアル (要綱)-② 14



13．出店者の搬入について

・開催日初日の搬入については、混雑が予想されますので、時間帯別搬入といたします。
・搬入経路については、次頁を参照ください。

全体搬入時間 12:00～15:00  (※15:00までには搬入を終えてください。)

※搬入時に階段付近にてスタッフがお手伝いをいたしますので、お気軽にお声かけください。

1４．出店者の搬出について

・搬出時の時間帯別規制はありません。
・セントラルパーク駐車場をご利用の出店者様は、
搬入時と逆の経路をお願いたします。

・8日(日)の終了時の20:00に電気回路が
不通となりますのでご注意ください。

・資材等の梱包段ボールなどは必ずお持ち帰りください。
・階段の規制がありまのでご注意ください。(※右図)

■進入許可書 (※設営関係者のみ発行)

指定場所のみ進入可能(4t車まで。ロング不可)

※11月6日(金) am8:00～am11:00
※11月8日(日) pm21:00～am22:00     時間厳守
※駐車位置・・別紙参照

出店マニュアル (要綱)-③ 15

■出店に関するお問い合わせ
イベント事務局 052-972-2219 (平日9:00～17:00)

担当／中村・野村

A階段
設営業者専用→

B階段
出店者専用→

Team 時間

Aチーム 12:00～13:00
台北四季台湾食房

喫茶們偲
台湾屋台サリカカ 台湾美食湯包

Bチーム 13:00～14:00 驛の屋 李さんの台湾名物屋台 沐茶　MUU CHA

Cチーム 14:00～15:00 台湾茶専門卸 TeaBridge
本格台灣飲料店

藍鵲～LanChe～

順次 台湾を応援する会 台湾観光情報 日台若手交流会

店名



出店マニュアル (要綱)-④ 16

14．搬入経路について

① セントラルパーク地下駐車場に入庫進入

② 駐車場「S」エリア に搬入車用の荷捌きスペース有

③ 駐車場直結エレベーター（コカ・コーラが目印）
にて地上まで上がって下さい。

④ 台車等にてpark敷地内を導線とし、B階段
より搬入します。

※セントラルパークB1フロアは、店舗営業中に
つき搬入には使えません。

※エレベーター、搬入路は一般のお客様優先です。
※会場への搬入出はB階段のみです。
※階段付近に搬入お手伝いのスタッフが居ますので、

お気軽にお申しつけください。

②駐車場Ｓエリアが最寄り ③駐車場直結エレベーター

駐車場直結
エレベーター

会場

①

駐車場直結
エレベーター

導線
会場

セントラルパーク地下駐車場概要

④B階段

B階段



会場近辺のコインパーキングについて

場
所

名称 基本料金体系 1時間料
金

打ち切り 備考

① 東桜パーキング 200円／20分 600円 なし

② Ｐシステム東桜 200円／30分 400円 2500円
~23:00まで

③ 路上コインパーキング 300円／60分 300円 なし 1時間まで

④ 東桜コインパーキング 200円／30分 400円 なし

⑤ 1017パーキング 200円／30分 400円 900円
19:00~翌
9:00

⑥ Ｐ．ＺＯＮＥ 200円／30分 400円 2200円
8:00~22:00

⑦ 鈴木不動産コインＰ 200円／30分 400円 なし

⑧ トラストパーク東桜１丁目 300円／30分 600円 なし

⑨ Times錦３丁目第２ 220円／15分 880円 1650円
8:00~18:00

⑩ 錦布袋ビル駐車場 200円／30分 400円 800円
8:00~20:00

地域最安
~20時まで

⑪ NPCクイックパーキング 200円／25分 480円 1400円
12時間毎

⑫ パークNET 200円／30分 400円 1000円
8:00~22:00

地域最安
~22時まで

① ②

③

③

③

③

④
⑤

⑥ ⑦

⑧

⑩

⑨

⑪

⑫

17

(参考) セントラルパーク駐車場を使用されない場合



飲食ブース 基本レイアウト図 18

2700

3
6
0
0

1800

450

※ 正 面

三方幕 バケツ

水タンク
18L

石けん
消毒液

ペーパー
タオル

蓋付
ゴミ箱

食品
保存設備
クーラー

器具容器
保管箱

幕付き
販売机

※ブース内では食材の下処理は行わないこと。
※加工済食材を最終工程で提供すること。
※麺類は、持ち込んだ水で茹でること。外部の水では行わないこと。

■飲食ブースは、基本のレイアウトを必ず設置すること。



備品リスト一覧 19

名称 摘要 単位 数量 備考

テント(2×3K) 赤白天幕 張 6

横幕 三方囲い・前面幕 K 52

ウエイト 20kg 個 36

ブラチェーン 白 m 100

プラポール 白ポール・黒ベース 本 50

床養生 5400×3600 枚 6

ハイテーブル 直径600×H1000 台 8

長机 450×1800 ベニヤ 台 26

パイプ椅子 脚 40

ゴミ箱 90リットル 台 4

消火器 本 6

水ポリ 18リットル 個 20

インカム ICOM 台 5

透明ビニール 3000×900 枚 12

式典用白布 2600×1300 枚 2

L字ハンガー 本 4

F/L 蛍光灯40W 本 12

仮設コンセント ブース 回路 12

分電盤 面 2

電気工事費 式 1

養生材 配線養生 式 1

簡易音響 CD含む 式 1

パンチカーペット 7200×1800 式 1

サイネージ使用料 式 1

夜間警備 21:00～翌09:00 日 2

ゴミ処理費 日 3

のぼり 本 10

イベント保険 式 1

ゴミ袋・ポリバケツ・ざる他 式 1

テーブル用アクリ 枚 8

申請費 (保健所・イベント保険他) 式 1

店名看板 式 12

感染症POP 式 1

ジャンパー 式 1



感染症対策について 20

■A3 POP  (L字ハンガー)

■A3 POP  (足元)

■注意事項

①スタッフは必ずマスクを着用願います。

②ブース内では準備済の透明シートの設置をお
願いします。設置方法の指定はありません。

③スタッフも随時、手の消毒をしてください。

④大声を出さないようにしてください。

⑤間隔確保、整列制限などお願いします。

※本部テント前には消毒液を設置しますが、各ブース前にも消毒液の設置をお願いします。
※会場内のハイテーブルにはアクリル板を設置して、密接を回避いたします。
※会場内が混雑した場合、入場制限をさせていただきます。



会場誘導スタッフ配置図 21

内容 人数 時間 備考

会場誘導(6日) 3P 16:00～21:00

会場誘導(7日) 3P 12:00～21:00

会場誘導(8日) 3P 12:00～20:00

夜間警備(6日) 1P 21:00～翌09:00 制服警備

夜間警備(7日) 1P 21:00～翌09:00 制服警備

★★

★

★

★

★



22避難経路関係

地上へは、大階段かエスカレーターで避難。
地下通路へは各階段から避難。



自衛消防組織

イベント班

隊長･主催管理責任 大塚 勝樹

副隊長・主催防火管理者 加藤 秀彦

副隊長・イベント警備隊長 野場 惇平

通信連絡班 中村 有志

消火班 野村 太一

避難誘導班 高阪 邦彦

応急救護班 上土井 崇之

イベント編成の任務

イベント班

・本部隊との任務等調整

・各班への命令伝達及び情報収集

・消防隊への情報提供、火災現場への誘導

通信連絡班

・本部隊、催物担当者への伝達

・緊急連絡等による関係者への連絡

・イベントなど非常放送及び指示命令の伝達

消火班

・初期消火を指揮

・初期消火を実施

避難誘導班

・避難開始指示命令の伝達

・要救助者、逃げ遅れ者等の確認報告

・警戒区域の設定

応急救護班

・応急救護所の設置

・負傷者の応急措置

・救急隊との連携及び情報の提供

火災などの第一発見者は、消防署本部(TEL119番)に連絡する。

自衛消防組織

■イベント名 名古屋市✖台中市 パートナー都市協定1周年記念事業

「台中夜市」

■主 催 名古屋市観光文化交流局
日台若手交流会・日台交流サロン

23



24緊急時連絡系統図

名古屋市消防局 中消防署

052-231-0119

通報
(119/110)発

見

者

※第一発見者は即座に通報
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発
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《通報連絡班》
主催者

（中村 有志）
090-3444-2779

《消火班》
主催者

（野村 太一）
080-5162-2902

《避難誘導班》
主催者

（高阪 邦彦）
080-3244-0347

《応急救護班》
主催者

（上土井 崇之）
090-7313-5801

主催者名： 名古屋市観光文化交流局

日台若手交流会・日台交流サロン

担当者名： イベント事務局 中村 有志
連絡先： 052-972-2219

発見

初期対応

報 告

報
告

対 応

通報

《イベント班》
隊 長（主催者管理責任者）

大塚 勝樹 090-2902-0001
副隊長（主催防災責任者）

加藤 秀彦 090-5618-2053
副隊長（イベント警備隊長）

野場 惇平 090-0000-0000

・緊急搬送する場合は、統括責任者が判断する。
・緊急搬送先を決めて受入可能か確認電話を入れる。
【緊急搬送先】
１、国立病院名古屋医療センター 052-951-1111
２、名古屋市立東部医療センター 052-721-7171
３、名古屋市立大学病院 052-851-5511

施設管理
Hisaya-odori Park DESIGN 

CENTER
052-253-7007

愛知県警 中警察署

052-241-0110

統括責任者
名古屋市観光文化交流局
観光交流部長 高岡 豊彦 090-5635-4939


