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組織
センター長 ━━━━ センタースタッフ（兼）教授１
┃
（兼）助手１
┃
事務補佐員１
┃
┗━運営委員会 ━━━ 第１期インターネット専門委員会（H7.3 で終了）
┃
┗━ 次期システム検討専門委員会
┃
(H23.7～H23.12 仕様策定委員会発足で終了)
┃
┗━ セキュリティポリシー検討専門委員会
┃
(H15.12-H16.6 終了)
┃
┗━ 作業部会（H9.5.14 発足）
┗━研究紀要（H21 より名称変更）
┗━講習会
┗━広報
┗━システム利活用

平成３０年度情報処理センター運営委員会委員 （順不同）
鵜川
福田
菅原
門田
黒川
越中
安藤

義弘 センター長（教育学部附属環境教育実践研究センター 教授）
善之
（
〃 理科教育講座
教授）
敏
（
〃 理科教育講座
教授）
和雄
（
〃 技術教育講座
准教授）
修行
（
〃 保健体育教育講座
准教授）
康治
（
〃 学校教育講座
准教授）
明伸
（
〃 技術教育講座
准教授）

記録
▼情報処理センター運営委員会（第 1 回）
平成 30 年 5 月 10 日（木）
「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 テック・サポータの採用について
3-2 退職教員のグループについて

「審議事項」
１．作業部会分担について
２．その他
2-1 人事について
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▼情報処理センター運営委員会（第 ２ 回）
平成 30 年 9 月 4 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
「審議事項」
１．平成２９年度情報処理センター経費の決算報告について
２．平成３０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（第 ３ 回）
平成 30 年 12 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

▼情報処理センター運営委員会（メール審議）
平成 31 年 1 月 15 日（火）
「審議事項」
１．次期情報処理センター長について

▼情報処理センター運営委員会（第 ４ 回）
平成 31 年 2 月 14 日 (木)
「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３０年度情報処理センター運営委員について
２．その他
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作業報告
2018/1/17 fml から GoogleGroups によるメーリ
ングリスト作成へ
2018/2/5 大型カラープリンタ要項変更をアップ
（支払いが四半期ごとになる）
2018/2/13 2018 大型カラープリンタ利用料 振替
手続き開始
2018/2/16 SINET を経由した通信が数秒程度停止
2018/3/1 第 6 回情報化推進室会議
2018/3/5 ５号館１階 Windows Room の配線収容
および提供された無線LAN アクセスポイントの設
置を実施
2018/3/6 重要情報保有状況提出
2018/3/8 個人領域―ハ－ドリミットを 2GB 単位，
ソフトリミットを 1.6GB 単位で見直し設定
2018/3/9 機器操作打ち合わせ
2018/3/13 ティーチングアシスタント担当者説明
会
2018/3/15 消防設備点検
2018/3/20 附属上杉＆特別支援情報担当教員へ教
員異動時のお願い連絡
2018/3/23 重要情報資産管理台帳の整備について
2018/3/26 附属ユーザ登録・通知
2018/3/27 www.miyakyo-u.ac.jp MT のエラーにつ
いて
2018/3/28 SSL 証明書 www.miyakyo-u.ac.jp 復帰
職員の LDAP 認証エラー
2018/3/30 DNS 変更
2018/4/2 ユーザグループ変更確認およびユーザ
登録‐学生、事務、附属学校教員、新任教員
2018/4/4 入学式 オリエンテーションガイダン
ス
2018/4/5 院生パスワード交付講習
2018/4/9 授業開始、
テック顔合わせ、
新任者研修、
Netcommons の問い合わせ
2018/4/12 1 演 Mac ログインできず＝＞NAS の CPU
が 99％ 一斉ログインの回避
2018/4/13 留学生のネットワーク利用講習会
2018/4/16 プリンタドライバ動作不具合―生協へ
ドライバ見直し・提供の依頼、寮生のネットワー
ク利用講習会
2018/4/18 定例会 netcommons 構築
2018/4/24-25 TOPIC（東北学術研究インターネッ
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トコミュニティ）総会
2018/5/14 プリンタドライバートラブル続く‐プ
リンタドライバー直接ダウンロードして IP を入
力する方法へ、システム 20 秒程の瞬断あり
2018/5/15 410 名の卒業退学の OBOG 化
2018/5/17 第３演習室土足解禁
2018/5/18 Web セキュリティ診断‐パスワードの
漏洩の危険のある 6 名へ通知
2018/5/21 （欠席連絡）6/29 国立大学法人情報系
センター協議会総会
2018/5/23 プラットホーム診断（Web ホスティン
グ・学内サーバ）
、netcommons メモリ割り当ての
エラー
2018/5/30 授業評価アンケートオンライン化の打
合せ
2018/5/31 第１回情報化推進室会議
2018/6/4 UPS 交換のための調査開始
2018/6/6 220 番教室 AP 設置、学生のレポート回
収方法講習会－事前アンケートを
2018/6/13 点字ソフト第３演 1 台にインストール
2018/6/18 標的型攻撃対策について‐東北大へ
2018/6/19 セキュリティ責任者会議（文科省）
2018/6/20 IPC 将来計画について面談
2018/6/21 パスワードチェックを実施
2018/6/22 学生のレポート回収方法講習会－日程
のご案内
2018/6/25 無線LAN設備増強調査 3号館、
5号館、
理科学生実験棟
2018/6/27 ゲストアカウントパスワード一括変更
2018/7/6 テック通信誌デジタルチラシへ
2018/7/11 標的型攻撃メール対応訓練案内－教授
会
2018/7/23 オンライン申請書を変更等の見直し、キ
ャンパスネットワーク仕様策定委員会
2018/7/24 女子寮職員の PC 接続、Surface‐One ド
ライブに保存されていないトラブル、メーリング
リスト fml 文科省メールトラブル
2018/7/30 必携 PC ワーキング会議
2018/8/8 キャンパスネットワーク仕様策定委員
会
2018/8/10 （欠席連絡）9/19-20 第 13 回国立大学
法人情報系センター研究集会及び第 22 回学術情

2018/10/22xubuntuマシン作成-プリンタ設定難航
2018/10/26 沖ウィンテック UPS 設置
2018/10/27 オンプレサーバメンテナンス
2018/10/28 青葉山計画停電
2018/11/6 staff2 ユーザ作成（メールリストによ
る文科省メール落ち対策）
2018/11/7 光成端工事＠サーバ室
2018/11/12「キャンパスネットワークシステムの
賃貸借一式」開札-ネットワンシ ステムズ株式会
社落札
2018/11/14 教授会にて標的型攻撃報告、学認参加
IdP 運用状況調査 2018 提出
2018/11/15Researchmap 本学 ID との連携可能に、
東北大学の情報セキュリティインシデント対応訓
練に参加
2018/11/16NEC セキュリティアセスメント
2018/11/22 フォローアップ講座説明会（IPC から
アンケート）
2018/12/6 フォローアップ講座-IT 講習会(Excel)
2018/12/10 フォローアップ講座-IT 講習会(プロ
グラミング)
2018/12/11 無線 LAN コントローラのソフトウエ
ア不具合解消のため瞬断。
2018/12/14 研究紀要投稿申し込み締め切り
2019/01/07UPS 解体撤去準備
2019/01/10 勤怠管理について
2019/01/11 廃棄 UPS と電池の運び出し

報処理研究集会
2018/8/20 Webhost サーバ証明書更新
2018/8/22 学生のレポート回収方法講習会参加申
し込みのご案内
2018/8/29 福岡教育大学来学
2018/8/30-31 情報化発表会（東北大学）
2018/9/3 レポート回収方法講習会
(GoogleDrive/Form)
2018/9/4 レポート回収方法講習会
（GoogleDrive/Form）
2018/9/6 レポート回収方法講習会(ICT)
2018/9/7 レポート回収方法講習会(moodle)
2018/9/10 レポート回収方法講習会(ClassRoom)
東北大より Gmail 移行の伺いに来学
2018/9/11 9/17 の無線 LAN 停止のお知らせ
2018/9/17 DHCP 冗長化試験のため数分程度複数回
無線 LAN 利用不可、 標的型攻撃メール訓練 管
理者へアナウンス
2018/9/18 第 3 演習室 A ブロックメンテ（点字ソフ
ト配信）
2018/9/19 第 3 演配信-失敗の回避は Acronis のバ
ージョンアップが必要
2018/9/25 TOPIC 研修会＠会津、標的型訓練メール
送信
2018/9/26 TOPIC 研修会＠会津
2018/10/1 後期授業開始
2018/10/9 プラットフォーム診断の結果を当該サ
ーバ管理者へ送付
2018/10/12 留学生ガイダンス-ネット講習会
2018/10/19 第 2 回情報化推進室会議

センター関係会議
センター会議等
2018/2/16 センター会議（第 9 回）
2018/3/16 センター会議（第 10 回）
2018/4/19 センター会議（第 1 回）
2018/5/24 センター会議（第 2 回）
2018/6/14 センター会議（第 3 回）
2018/7/5 センター会議（第 4 回）
2018/8/29 センター会議（第 5 回）
2018/10/2 センター会議（第 6 回）
2018/11/12 センター会議（第 7 回）
2018/12/3 センター会議（第 8 回）
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2019/1/7 センター会議（第 9 回）
定例会等
2018/1/17、2018/1/31、2018/2/28、2018/4/18、2018/5/23、2018/6/20、2018/6/26、2018/7/18、2018/8/29、
2018/10/3、2018/11/6、2018/12/5、2019/1/16
利用者へお知らせ
2018/2/13【IPC】2/16 SINET を経由した通信が数秒程度停止します
2018/3/23【IPC】卒業・修了に伴うメールアドレスの変更のお知らせ
2018/4/12【IPC】退学に伴うメールアドレスの変更のお知らせ
2018/4/26【IPC】(再送) 卒業・修了・退学に伴うメールアドレスの変更のお知らせ
2018/4/27【IPC】情報処理センターサーバメンテナンスに伴う瞬断のお知らせ
2018/6/13【IPC】無線 LAN 整備に伴う事前調査について
2018/7/11【IPC】パスワード変更の勧め
2018/7/17【IPC】センターからのお知らせー標的型攻撃メール対応訓練
2018/7/19【IPC】10/28 計画停電に伴なうシステム停止のお知らせ
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