
日本国愛知県とタイ王国バンコク都との

相互協力に関する覚書

日本国愛知県とタイ王国バンコク都 (以下、「双方」と言う。)は、両地域が固い友

好関係に結ばれ、ともに繁栄していくとともに、日タイ両国間の友好関係の一層の発

展に寄与することを目指し、それぞれの国における法令を遵守しながら、次のとおり

平等互恵の原則に基づく関係を構築することに合意する。

1 双方は、相互の尊重と信頼に基づく緊密な友好関係の構築に努める。

2 双方は、両地域の発展のため、それぞれの特性を活かしながら、相互に有益であ

ると認める各般にわたる分野において、連携・協力に努めるものとする。

3 双方は、両地域の相互理解の増進のため、人的交流を始めとする幅広い分野にお

いて、民間交流の促進に努めるものとする。

以上の事項を確認するため、2012年 7月 9日、バンコクにおいて本覚書に署名する。

なお本覚書は日本語、タイ語及び英語により作成 し、全て等 しく正本とする。

日本国

愛知県知事

大村秀章

タイ王国

バンコク都知事

スクムパン・ポリ
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RIEEDIIORANDUP1 0F UNDERSTANDING
ON ⅣIUTUAL C00PERATION AGREEMENT

BEWttEN

THE AICHIPREFECTURAL GOVERNMEN■ JAPArf
AND

BANGKOK ⅣETROPOLITAN ADⅣ IINISTRAT10N,Ю NGDOル1 0F THAILAND

The Aichi Prefecmal Goverlllnent,Japan,and Bangkok Metropolian Administtation,(ngdom of

Thailand(hCrca■er`■c partics''),hCrcby agrcc to establish a rclationship wtt the goal of bhdhg

the"o regions together in■ iendshゎ and in the hcreasc of prosper転 and cOntibuthg to the trther

dcvelopment of good rclations be● vccn Japan and Thdland, pursuant to thc prcva■ ing laws and

regulations in the rcspect市 c cOunmcs,fOunded as fo1lows upon the pHnciple of equal,and mutual

bcneflt

I  The partics shall strivc to establish a closc ndcndship bascd on respect and trust for each othcr

II  In the interest ofthe development of both arcas,the parties shall cooperatc in variOus flclds,

talcing advantagc of cach rcgion's spccialties,as is recognizcd to be mutually beneflcial

IH To advance mutual llnderstandhg be● vccn thei regions,the parties shall work to promotc

privatc― sector cxchangc in a widc rangc ofareas,including pcrson4o― person exchange

Signcd tt Bangkok on Ju,9,2012 in rccogniion ofthe above articにs

Copies of■is agrccmcnt shall be made h Japancse,Thai,and English All texts arc bchg of cqual

authenticl″

Govcrnor ofAichi Prcfecture

Japan

ⅣI R Sukhulnbhand P面 batra

Govcmor ofBangkok

KhgdOm ofThailand

膨
ⅣL Hideaki Ohnura


