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記録
▼情報処理センター運営委員会（第 1 回）
平成 29 年 5 月 15 日 (月)
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
3－1 新システムについて
・Web ホスティング申請
・ユーザ管理
3－2 テック・サポータの採用について
「審議事項」
１．作業部会分担について
２．その他
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▼情報処理センター運営委員会（第 ２ 回）
平成 29 年 9 月 20 日 (水)
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
「審議事項」
１． 平成２7 年度情報処理センター経費の決算報告について
２． 平成２8 年度情報処理センター経費の予算案について
３．その他
▼情報処理センター運営委員会（臨時）
メール審議 平成 29 年 10 月 10 日～
「審議事項」
１．大型カラープリンタ料金表の見直しについて
▼情報処理センター運営委員会（第 ３ 回）
平成 30 年 1 月 16 日 (火)
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
3-1．大型カラープリンタ料金表施行について
「審議事項」
１．平成３０年度情報処理センター運営委員について
２．その他
作業報告
演習室端末再キッティング、プリンタ導入－印刷テス
ト
2017/2/16 9 月卒業生の obog 化
2017/2/17 無線 LAN 打ち合わせ
2017/2/18 上杉・水の森を含む全キャンパスのサーバの
入れ替え、ネットワーク停止
2017/2/20 情報機器操作担当教員打ち合わせ
日経 Edu 打ち合わせ
学長・局長メール設定サポート
2017/2/24 福島大学来学
NII idp.miyakyo-u.ac.jp の工事
2017/2/25 上杉地区回線の切り替え
2017/2/27
新システム移行の最終ご案内-遅れが出て、13 時から
サーバ切り替え
図書館マイライブラリが見えない→既存Idp を立上げ、
暫定復旧
2017/3/1 図書館停止についての謝罪
2017/3/2 パスワード変更ができないトラブル続出

2017/2/2 事務室空調修理終了
moodle 講習会:タイムインターメディア
Gmail 設定のサポート、Gmail 移行サポート
2017/2/3 運営委員会ブログ更新してメール審議準備
水の森地区のネットワーク停止
2017/2/6 運営委員会ブログアップメール審議で開催通
知
2017/2/7 センター棟／演習室の鍵－施設課へ確認－警
備入札の仕様書
2017/2/8 問合せ：学生相談室・事務情報
PC セットアップ Office インストールサポート
Web ホスティング-継続・廃止を管理者に問う―133 件
（継続 89、廃止 24）
2017/2/13 moodle コースバックアップからリストア
2017/2/14 マイクロソフト ボリューム ライセンス契
約
セシオス ID 管理について打合せ
2017/2/15 情報処理センター運営委員会（第 4 回）メ
ール審議開始
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2017/5/18 理経-再キッティング打ち合わせ
2017/5/19 附属中学校登録のためのマニュアル
2017/5/22 サーバ証明書申請TSV 作成ーサーバ証明書申
請および失効
NIPC 資料アップロードサイトへ提出
2017/5/23 学生 obog 化により Gmail アカウントが消え
る！3 名-謝罪メール
2017/5/24 Mac の AD が外れる回避作業
2017/5/25 Mac へ Xgterm を入れる
2017/5/26 サーバ証明書マニュアルをアップ
端末トラブルサポート
2017/5/31 Eduroam アカウント交付方法の変更
HP の cgi が見えなくなった→WAF 配下に！

2017/3/3 ユーザが登録できない
上杉地区担当者へユーザ登録削除の Excel ファイル送
付
2017/3/6 生協との打ち合わせ（BYOD)
2017/3/7 ポートフォリオが認証できない
2017/3/9 UPKI 登録担当者 PIN 管理者クライアント証明
検証
2017/3/10 L2TP/IPsec マニュアル変更
2017/3/16 SINET セカンダリ DNS 変更申請
学内セキュリティ講習会
2017/3/17 卒業生アカウントの停止とその後の利用に
ついて－お知らせ
JPRS 登録申請
2017/3/21 国立情報学研究所出張
2017/3/24 卒業式
2017/3/27 第３演習室鍵交換作業
2017/3/29 北海道 DC ダウン-google のみ生きているほ
かアウト
2017/3/30 富士電機-UPS について
2017/3/31 附属学校ユーザ登録削除 obog

2017/6/1 Eduroam マニュアル HP へアップ
2017/6/5 サーバ証明書失効手続き 11 件（kportal を残
すのみ）
2017/6/12 端末トラブルサポート
2017/6/13 Gmail に関して東北大来学
2017/6/14 Mac へ DS9 インストール手順作成
2017/6/22 manaba セミナーへ 東北学院 篠崎剛准教授、
小樽商大 大津晶准教授
2017/6/23 csirt 勉強会（端末の検索方法）
2017/6/28 端末再構築 OpenGate 方式へ

2017/4/2 附属 obog 化に伴い 1 名の Gmial が使えない復旧
2017/4/3 SIME 側ユーザ復旧 ユーザ登録（事務・教員）
moodle コース作成
2017/4/4 csirt キックオフミーティング
2017/4/5 留学生登録他、入学式
2017/4/6 院生通知書交付講習会 操作クラス分けを日
経に
2017/4/7 FD 研修会 NTT 東日本謝罪
2017/4/10 授業開始 テック顔合わせ
NTT-出席管理
2017/4/11 上廣研-HP のアップ、Win10 動画ソフトサポ
ート
生協紙補充問題、NTT 検収問題
2017/4/12 テック 新任教員 PC サポート
2017/4/14 留学生オリエンテーション-ネット利用講習
会
2017/4/17 寮生ネット利用講習会
2017/4/19 TOPIC 専任届（総会参加届）
2017/4/24 PC 不具合サポート
2017/4/27 午後 TOPIC 総会＆研修会
WinPC 更新でログインできず（2 演）、Mac ログインで
きない（3 演）
2017/4/28 TOPIC 研修会

2017/7/3 異動者ユーザ登録
2017/7/4 「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制
の基盤構築」正式運用への協力について
yosan@adm 文科省から届かない→@outlook.com 作成で回
避
2017/7/6 情報化推進室会議
2017/7/7 附属中学校 Google 利用-保護者の同意を得て
G Suite サービスが提供されているか見直しの検討依
頼
2017/7/10 修了生へ OBOG 化のメール
2017/7/11 Google ドライブのオフライン利用について
2017/7/13 修了生の OBOG 化
2017/8/7 テック（演習室端末イメージ展開作業）
2017/8/8 トラブル対応等
2017/8/9 2 号館 WiFi 空き部屋から AP 交換作業
2017/8/11 2 号館教室 AP 交換終了
2017/8/23 アレイコントローラの故障によるネットワ
ーク接続不能-有線 PC はセカンダリ（クラウド側 DNS)
を指定して回避。
2017/8/24 2 演 B ブロックイメージ展開ー完了
2017/8/25 図書館マルチメディア室端末作成
2017/8/28 図書館マルチメディア室のイメージ配信
Office を起動すると認証（プロダクトキー）を求めら
れる
2017/8/29 KMS 認証のためのサーバを確認

2017/5/1 JPNIC-IPv4 逆引きネームサーバ追加・削除申
請→APNIC データベース更新
2017/5/9 理経に端末キッティング依頼-問題点をまと
める
2017/5/15 情報処理センター運営委員会（第 1 回）
2017/5/16 卒業生 obog 化
2017/5/17 協議会資料の作成―ネットワーク概念図作
成等

2017/9/21-22 平成29 年度TOPIC ネットワーク職員研修
会 於：秋田温泉さとみ
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2017/11/5 計画停電
UPS 壁側１番機接続通電後、故障-４番機につなぎ戻し。
2017/11/6 【IPC】退学等に伴うメールアドレスの変更
のお知らせ
2017/11/9 学認参加 IdP 運用状況調査について（12/8
締切）調査書
2017/11/16 木キャンパスネットワーク LAN スイッチ買
取見積り依頼
2017/11/21 NetOne 打ち合わせ
2017/11/24 NTT 図書館マルチメディア室Win アップデー
ト作業
フォローアップ説明会（IT 講習会）

2017/9/20 情報処理センター運営委員会（第 2 回）
2017/9/26 パスワードの変更の勧め１（IPC からのお知
らせ）送信者計 120→変更連絡者計 22
2017/9/27 演習室 PCUpdate
2017/9/28 演習室 PCUpdate－イメージ採取
2017/9/29 自動出欠テスト授業作成
2017/10/2 moodle 自動出席確認
2017/10/3 csirt 勉強会 Firepower Management Center
（脅威トラフィック検知システム）使い方
演習室端末アップデート完成
2017/10/6 平成２９年度情報セキュリティ監査担当者
研修
VisualStudio の動作 フレームワークができない
STRATA のパレットがでない
2017/10/13 留学生 ID&Edurom 交付講習会
2017/10/26 NII からの攻撃データ解析システムへのロ
グインができず
2017/10/30 学部退学者リストによる OBOG 化
端末設定-ipv6 とネットワーク探索無効へ
2017/10/31 Google ドライブファイルストリーム－組織
の on/off は OK！
研究紀要－論文使用許諾
図書館調査（学術情報基盤）
shuonsai@shuonsai の from 使い方ーsmtp.google.com

2017/12/14 IT 講習会
http://www.ipc.miyakyo-u.ac.jp/lecture/2017/ind
ex.html
2017/12/17 サーバ室空調等改修工事に伴い、サーバ停
止
2017/12/19 セキュリティ講習会
2017/12/22 富士通 NTT 学務データ打ち合わせ
2018/1/5 サーバ証明書 smtpmue.miyakyo-u.ac.jp 新旧
終了
2018/1/9 光ファイバー確認
2018/1/10 サーバ室空調のみ停止（新室外機切り替え)
2018/1/16 情報処理センター運営委員会（第 3 回）

センター関係会議
センター会議等
2017/2/21 センター会議（第 10 回）
2017/3/22 センター会議（第 11 回）
2017/4/20 センター会議（第 1 回）
2017/5/18 センター会議（第 2 回）
2017/6/15 センター会議（第 3 回）
2017/7/13 センター会議（第 4 回）
2017/9/20 センター会議（第 5 回）
2017/11/17 センター会議（第 6 回）
2017/12/20 センター会議（第 7 回）
2018/01/12 センター会議（第 8 回）
定例会等
2017/2/9、2017/2/20、2017/2/22、2017/2/27、2017/3/2、2017/3/8、2017/3/15、
2017/3/17、2017/3/22、2017/3/29、2017/4/5、2017/4/12、2017/4/19、2017/4/26、
2017/5/1、2017/5/11、2017/5/24、2017/6/7、2017/6/14、2017/6/21、2017/7/5、
2017/9/6、2017/9/20、2017/10/11、2017/10/25、2017/11/1、2017/11/15、
2017/12/6、2017/12/20、2018/1/17
利用者へお知らせ
2017/2/1【IPC】システム更新に伴うサービス停止のお知らせ
≪システム更新に伴うシステム停止スケジュール一覧≫
2017/2/9【IPC】学認サービスの一時停止
2017/2/15 9 月卒業生へメール-【IPC】卒業に伴うメールアドレスの変更
2017/2/22【IPC】サーバ停止 2/27、ActiveMail 終了に関するご注意
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2017/2/24 ①【IPC】新システム移行の最終ご案内
②【IPC】新システム演習室 PC 試用のお願い
③【IPC】2/24 新システムと学認との連携作業のための停止
2017/3/1【IPC】Gmail の注意点
2017/3/9【IPC】メール移行期間中に Gmail で作成した設定について
2017/3/13【IPC】学外からの VPN 接続（Mac）の設定変更について
2017/3/15【IPC】認証サーバ変更に伴うネットワーク一時停止について
2017/3/23【IPC】セカンダリ DNS の IP アドレス変更
2017/3/29【IPC】クラウドサーバのトラブル
2017/4/19【IPC】4/19 22:00 システム瞬断停止について
2017/4/20 【IPC】Microsoft Office の利用のお知らせ
2017/5/17【IPC】パスワード変更サイトの利用不可-5/12
2017/5/31【IPC】6/3 無線 LAN 10 分程度の停止
2017/6/7 【IPC】6/12 office365、コンテンツフィルタの利用不可
2017/6/27 【IPC】情報処理センターWindows 端末の改善
2017/7/19 【IPC】2 号館の無線 LAN 工事－8/8-11（照会）
2017/8/24 【IPC】再送信 セカンダリ DNS の IP アドレス変更
2017/8/28 【IPC】後期演習室利用申請について
2017/9/26 パスワードの変更の勧め１（IPC からのお知らせ）
2017/10/16 【IPC】情報処理センター改修工事に伴う演習室利用の案内 工事期間 ： 10/23（月）～1 月末
2017/11/1 【IPC】11/5 計画停電に伴なうシステム停止
2017/11/6 【IPC】退学等に伴うメールアドレスの変更のお知らせ
2017/11/13 「宮城教育大学情報処理センター研究紀要～COMMUE～（第 25 号）
」への投稿申し込みについて（お
願い）
2017/11/29 【IPC】情報処理センター改修工事に伴うネットワーク利用停止のお知らせ［12/17(日)］
2017/12/28 【IPC】1/22-23 センター棟閉館について
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