
国立大学法人東京農工大学印章規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学印章規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学印章規程 

平成 16年 4月 1日 

16 教 規程第 72号 

第１条～第９条 省略 

 （定義） 

第２条 本学の法人印は、次の各号のとおり分類する。 

一  組織印  本学及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則第４条から第１

１条に規定する組織及び施設（以下「組織等」という。）の名称を刻印した

法人印で、その種類及び管守責任者は、別表第１のとおりとする。 

二  職印  前号の組織及び施設の長（以下「部局長等」という。）の職名を刻

印した法人印で、その種類及び管守責任者は、別表第２のとおりとする。 

三  省略 

四  省略 

 

附 則 省略 

 

 

 

 

別表１（第２条第１項第１号関係） 

組織印の種類 管守責任者 

東京農工大学の印（特） 総務チームリーダー 

 

 

 

第１条～第９条 省略（現行どおり） 

 （定義） 

第２条 本学の法人印は、次の各号のとおり分類する。 

一  組織印  本学及び国立大学法人東京農工大学組織運営規則第４条から第１

１条に規定する組織及び施設（以下「組織等」という。）の名称を刻印した

法人印で、その種類及び管守責任者は、別表第１のとおりとする。 

二  職印  前号の組織及び施設の長（以下「部局長等」という。）の職名を刻

印した法人印で、その種類及び管守責任者は、別表第２のとおりとする。 

三  省略（現行どおり） 

四  省略（現行どおり） 

 

附 則 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

別表１（第２条第１項第１号関係） 

組織印の種類 管守責任者 

東京農工大学の印（特） 総務チームリーダー 

 



東京農工大学の印 

東京農工大学大学院の印 

東京農工大学大学院農学研究院の印 府中地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院工学研究院の印 小金井地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院工学府の印 小金井地区総務チームリーダー 

東京農工大学技術経営研究科の印 

東京農工大学工学部の印 

東京農工大学大学院農学府の印 府中地区総務チームリーダー 

東京農工大学農学部の印 

東京農工大学農学部附属動物医療セ

ンターの印 

東京農工大学農学部附属硬蛋白質利

用研究施設の印 

東京農工大学農学部附属フロンティ

ア農学教育研究センターの印 

東京農工大学大学院連合農学研究科

教授会の印 

東京農工大学農学部附属広域都市圏

フィールドサイエンス教育研究セン

ターの印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（農学部附属広域都市圏フィール

ドサイエンス教育研究センター担

当） 

東京農工大学大学院生物システム応

用科学府の印 

小金井地区総務チーム副チームリー

ダー（大学院生物システム応用科学

府担当） 

東京農工大学図書館の印 学術情報チームリーダー 

東京農工大学の印 

東京農工大学大学院の印 

東京農工大学大学院農学研究院の印 府中地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院工学研究院の印 小金井地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院工学府の印 小金井地区総務チームリーダー 

東京農工大学技術経営研究科の印 

東京農工大学工学部の印 

東京農工大学大学院農学府の印 府中地区総務チームリーダー 

東京農工大学農学部の印 

東京農工大学農学部附属動物医療セ

ンターの印 

東京農工大学農学部附属硬蛋白質利

用研究施設の印 

東京農工大学農学部附属フロンティ

ア農学教育研究センターの印 

東京農工大学大学院連合農学研究科

教授会の印 

東京農工大学農学部附属広域都市圏

フィールドサイエンス教育研究セン

ターの印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（農学部附属広域都市圏フィール

ドサイエンス教育研究センター担

当） 

東京農工大学大学院生物システム応

用科学府の印 

小金井地区総務チーム副チームリー

ダー（大学院生物システム応用科学

府担当） 

東京農工大学図書館の印 学術情報チームリーダー 



東京農工大学大学教育センターの印 学務チームリーダー 

東京農工大学産官学連携・知的財産

センターの印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学国際センターの印 留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学総合情報メディアセン

ターの印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学学術研究支援総合セン

ターの印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学科学博物館の印 広報・社会貢献チームリーダー 

東京農工大学環境安全管理センター

の印 

キャンパス整備チームリーダー 

東京農工大学アグロイノベーション

高度人材養成センターの印 

学務チームリーダー 

東京農工大学環境リーダー育成セン

ターの印 

学務チームリーダー 

 

 

 

 

 

別表第２（第２条第１項第２号関係）  

職印の種類 管守責任者 職印の種類 管守責任者 

東京農工大学長の印 総務チームリーダー 

国立大学法人東京農工大学理事の印 

国立大学法人東京農工大学監事の印 

東京農工大学大学教育センターの印 学務チームリーダー 

東京農工大学産官学連携・知的財産

センターの印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学国際センターの印 留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学総合情報メディアセン

ターの印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学学術研究支援総合セン

ターの印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学科学博物館の印 広報・社会貢献チームリーダー 

東京農工大学環境安全管理センター

の印 

キャンパス整備チームリーダー 

東京農工大学アグロイノベーション

高度人材養成センターの印 

学務チームリーダー 

東京農工大学環境リーダー育成セン

ターの印 

学務チームリーダー 

東京農工大学イノベーション推進機

構の印 

戦略企画室長 

 

 

 

別表第２（第２条第１項第２号関係）  

職印の種類 管守責任者 職印の種類 管守責任者 

東京農工大学長の印 総務チームリーダー 

国立大学法人東京農工大学理事の印 

国立大学法人東京農工大学監事の印 



東京農工大学総括本部長の印 

東京農工大学総務担当副学長付部長

(総務担当)の印 

東京農工大学学長付課長の印 

東京農工大学総務担当副学長付課長

の印 

東京農工大学理事（学術・研究担当

副学長）の印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学広報・国際担当副学長

付課長の印 

広報・社会貢献チームリーダー 

留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学学術・研究担当副学長

付課長の印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学総務担当副学長付部長

（財務担当）の印 

財務企画チームリーダー 

東京農工大学教育担当副学長付部長

（学生担当）の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学教育担当副学長付課長

の印 

東京農工大学大学院工学研究院長の

印 

 

 

 

 

小金井地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院工学府長の印 

東京農工大学大学院技術経営研究科

長の印 

東京農工大学工学部長の印 

東京農工大学工学部事務長の印 

東京農工大学総括本部長の印 

東京農工大学総務担当副学長付部長

(総務担当)の印 

東京農工大学学長付課長の印 

東京農工大学総務担当副学長付課長

の印 

東京農工大学理事（学術・研究担当

副学長）の印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学広報・国際担当副学長

付課長の印 

広報・社会貢献チームリーダー 

留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学学術・研究担当副学長

付課長の印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学総務担当副学長付部長

（財務担当）の印 

財務企画チームリーダー 

東京農工大学教育担当副学長付部長

（学生担当）の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学教育担当副学長付課長

の印 

東京農工大学大学院工学研究院長の

印 

 

 

 

 

小金井地区総務チームリーダー 

 

 

東京農工大学大学院工学府長の印 

東京農工大学大学院技術経営研究科

長の印 

東京農工大学工学部長の印 

東京農工大学工学部事務長の印 



東京農工大学大学院農学研究院長の

印 

 

 

 

 

府中地区総務チームリーダー 

東京農工大学大学院農学府長の印 

東京農工大学農学部長の印 

東京農工大学農学部附属動物医療セ

ンター長の印 

東京農工大学農学部附属硬蛋白質利

用研究施設長の印 

東京農工大学農学部附属フロンティ

ア農学教育研究センター長の印 

東京農工大学農学部事務長の印 

東京農工大学農学部附属広域都市圏

フィールドサイエンス教育研究セン

ター長の印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（農学部附属広域都市圏フィール

ドサイエンス教育研究センター担

当） 

東京農工大学大学院連合農学研究科

長の印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（大学院連合農学研究科担当） 

東京農工大学大学院生物システム応

用科学府長の印 

小金井地区総務チーム副チームリー

ダー(大学院生物システム応用科府

担当) 

東京農工大学図書館長の印 学術情報チームリーダー 

東京農工大学大学教育センター長の

印 

学務チームリーダー 

東京農工大学大学院農学研究院長の

印 

 

 

 

 

府中地区総務チームリーダー 

 

 

 

東京農工大学大学院農学府長の印 

東京農工大学農学部長の印 

東京農工大学農学部附属動物医療セ

ンター長の印 

東京農工大学農学部附属硬蛋白質利

用研究施設長の印 

東京農工大学農学部附属フロンティ

ア農学教育研究センター長の印 

東京農工大学農学部事務長の印 

 

 

東京農工大学農学部附属広域都市圏

フィールドサイエンス教育研究セン

ター長の印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（農学部附属広域都市圏フィール

ドサイエンス教育研究センター担

当） 

東京農工大学大学院連合農学研究科

長の印 

府中地区総務チーム副チームリーダ

ー（大学院連合農学研究科担当） 

東京農工大学大学院生物システム応

用科学府長の印 

小金井地区総務チーム副チームリダ

ー(大学院生物システム応用科府担

当) 

東京農工大学図書館長の印 学術情報チームリーダー 

東京農工大学大学教育センター長の

印 

学務チームリーダー 



東京農工大学産官学連携・知的財産

センター長の印 

研究支援・産学連携チームリーダ 

東京農工大学国際センター長の印 留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学保健管理センター所長

の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学総合情報メディアセン

ター長の印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学学術研究支援総合セン

ター長の印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学科学博物館長の印 広報・社会貢献チームリーダー 

東京農工大学環境安全管理センター

長の印 

キャンパス整備チームリーダー 

東京農工大学アグロイノベーション

高度人材養成センター長の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学環境リーダー育成セン

ター長の印 

学務チームリーダー 

 

 

 

 

別表３～４ 省略 

別紙様式 省略 

東京農工大学産官学連携・知的財産

センター長の印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学国際センター長の印 留学交流推進チームリーダー 

東京農工大学保健管理センター所長

の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学総合情報メディアセン

ター長の印 

学術情報チームリーダー 

東京農工大学学術研究支援総合セン

ター長の印 

研究支援・産学連携チームリーダー 

東京農工大学科学博物館長の印 広報・社会貢献チームリーダー 

東京農工大学環境安全管理センター

長の印 

キャンパス整備チームリーダー 

東京農工大学アグロイノベーション

高度人材養成センター長の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学環境リーダー育成セン

ター長の印 

学務チームリーダー 

東京農工大学イノベーション推進機

構長の印 

戦略企画室長 

 

 

別表３～４ 省略（現行どおり） 

別紙様式 省略（現行どおり） 

 

附 則（２２規程第４１号） 

この規程は、平成２２年７月２６日から施行する。 


