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九州北部豪雨の情報集約を
行っています
2012年7月12日から数日にわたり、九州北部
地域において歴史的な大雨があり、熊本県や大
分県、福岡県など広い地域で浸水、土砂崩れや
堤防の決壊、橋脚の流出といった甚大な被害が
ありました。被害にあわれた皆様に深くお見舞
い申し上げます。
saveMLAKでは、7月12日のMLやツイッター
での呼びかけを契機として、被害情報・救援情
報の集約にsaveMLAKウィキを使い、個別施設
ページ上への被害カテゴリ [[Category:被害/九
州豪雨201207]] を付与することを決め、情報ま
とめを開始しました。九州北部豪雨の特設ペー
ジを作成しました(※1)。また、国立国会図書館
のカレントアウェアネス・ポータルにおいても
この活動を紹介していただきました(※2)。
2012年8月4日現在、saveMLAKウィキ上にお
いて被害報告があったMLAK施設は26件。館種
別の内訳では図書館16件、博物館4件、公民館4
件となっています。当初の報道通り、被害地域
は広く、熊本県・大分県・福岡県にまたがって
います。詳細は特設ページをご覧ください。
東日本大震災の際と同様、状況は数日から数
週間のうちに急速に変化し、現地のニーズやボ
ランティアの募集など、多くの復旧・救援活動
が行われているとの報告も集まってきていま
す。東日本大震災以来、活発に活動しているボ
ランティア・NPO団体等も支援活動を行うとと
もに、現地の社会福祉協議会を通じた災害ボラ
ンティア活動も継続的に行われています。
saveMLAKでは昨年からのMeetUpを通じ、
東日本大震災に限らず災害全般に対して、被害
と救援情報をとりまとめるプラットフォームと
して機能していきたいという議論を行っていま
すので、できる範囲から活動を行っていきたい
と考えています。 情報まとめ、集約を行うこと
は、被災と復旧の状況を記録する、一種の災害
アーカイブとして、地域防災や館種を超えた連
携に向けて、今後とも、重要となってくると考
えています。

あらためて被害にあわれた皆様にお見舞い申
し上げるとともに、被災地内外におられる皆様
にも情報提供・集約へのご協力をいただければ
幸いです。saveMLAKの活動が、今後の復旧・
復興に向けた一助になれば幸いです。
※1 特設ページ: [[2012年7月九州豪雨災害]]
http://savemlak.jp/wiki/
2012%E5%B9%B47%E6%9C%88%E4%B9%9D
%E5%B7%9E%E8%B1%AA%E9%9B
%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3
※2 「saveMLAK、「平成24年7月九州北部豪
雨」による博物館・美術館、図書館、文書館、
公民館の被害状況をまとめたウェブページを開
設」. カレントアウェアネス-R. http://
current.ndl.go.jp/node/21362 （2012年7月17
日掲載）
【高久 雅生】
【高久 雅生】
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はこんな感じになっています。

saveMLAK統計 2012年7月現在
MLアカウント数
総ユニーク Wiki 編集者
アカウント数
Wiki 編集回数の総計
総 Wiki ページ数
総 Wiki 施設ページ数

299（+1）
327（+3）
124,222（+2,431）
27,891（+233）
22,654（+181）

7月のsaveMLAKウィキ！
◆7月の編集者の方々（期間：2012/07/01
(Sun) - 2012/07/31 (Tue)
（順不同、IP アドレス・bot・SPAM による編
集除く）
総編集回数：1,064回
1回
2回
3回
4回
5回
8回
9回
13回
17回
24回
39回
52回
76回
192回
212回
381回

Akaniji, kitaokatamako,
Ta niiyan, Yukikumo
Lib110ka, OpenIDユーザ3, Reishito,
WikiSysop, 梶谷
Artemismarch, Lomolib, Shibure
Itono, 直人 富岡
Soda235, かみよ
Skdmai
KOJIN Sawako
Baronagon
Minoritomizawa
T.kawakami
Museumya
Arg
Library
Yesuga
Waterperiod
Masao

◆ひとこと・ふたこと（「今週の
saveMLAK ウィキ！」No.21）
先週（2012/07/01〜07/07）の集計対象の編集
回数は172回でした。
今週も多くのページが編集されました。
特に、専門図書館の施設ページ基本情報へ
ISIL（International standard identiﬁer for
libraries and related organizations）追記する
という編集も行われました。
ちなみにISILは、ISO15511：2011にて定めら
れてる、図書館をはじめ博物館、美術館、文書
館などの類縁機関に付与される国際的なIDで
す。
（JIS化されるんでしょうかね）

◆ひとこと・ふたこと（「今週の
saveMLAK ウィキ！」No.22）
先週（2012/07/08〜07/15）の集計対象の編集
回数は223回でした。
今週、新たな被災状況の情報収集・発信の対象
として、先日から発生している九州地域での豪
雨を加え、saveMLAKサイトへの情報入力の呼
びかけを行っています。
情報のある方、お手すきのかたはご協力をお願
いいたします。
詳細：http://savemlak.jp/wiki/
2012%E5%B9%B47%E6%9C
%88%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E8%B1%AA
%E9%9B%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3
（もちろん、東日本大震災に関する情報収集・
入力も継続しています。）

【川上 努】

saveMLAK会計 2012年7月期収支
7月末現在
<収入>
グッズ売上
受取寄付金
受取寄付金
-----------------計

77,870
40,137
7,893
----------125,900

各イベント、Web販売
図書館総合展仙台懇親会
個人2件
------------------------------------

<支出>
広報費
広報費
荷物発送費
業務委託費
支払報酬
旅費交通費
支払手数料
-----------------計

11,320
23,850
350
20,000
19,000
30,179
1,470
----------106,169

7/1報告会ust配信作業
7/1報告会関西会場経費
7/1報告会ノボリ送料
グッズ販売管理
法人税申告業務
宮城県被災地実況視察
振込手数料
------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------7月末現在 預金残高

1,715,330（前月比+19,731）
-------------------------------------------------------------------------【ファンド係：赤塚 昌俊】

7月の出来事と今後の予定
2012年7月1日
主催イベント開催
saveMLAK報告会2012
〜社会教育・文化施設・復興支援〜
（於：東京 東京国立近代美術館、
大阪 エル・おおさか）
2012年7月11日
桃山学院大学でゲスト講義（谷合）
「専門職のネットワークとそれを支えるIT
〜東日本大震災復興支援saveMLAK」
「専門職のネットワーク2
〜saveMLAKを例に〜」
2012年7月18日
第17回saveMLAK MeetUp開催
2012年8月2日
記事:「技術コラム 第一回: saveMLAK」
「LODチャレンジブログ」に掲載
加藤が執筆（LODチャレンジJapan2011
の受賞作品紹介記事）
2012年8月3日
「saveMLAK」サイト保守作業実施
2012年8月2日〜4日
学校図書館問題研究会（学図研）2012年（第
28回）全国大会
分科会に横山 登壇予定 （於：福島県）
2012年8月30日
第18回saveMLAK MeetUp開催予定
2012年9月1日
第11回saveMLAK うきうきウィキ祭開催予定
（於：東京、国立情報学研究所
祭り自体は自宅からでも参加可能）
2012年9月1日
記事:「第37回情報科学技術協会賞」
を受賞して : 優秀機関賞を受賞して
「情報の科学と技術」Vol.62, No.9掲載予定
高久が執筆。

うきうきウィキ祭り開催のお知らせ
9月1日（土）に、saveMLAKうきうきウィキ
祭りを開催する事になりました。この日は、「防
災の日」を定める契機になった、関東大震災が発
生した日でもあります。都内にある東京都慰霊堂
で式典がある他、堂内の一般公開も行われます
（余談ですが、関東大空襲が起きた3月10日も式
典と一般公開もあります）。
さて、本題ですが、ウィキ祭りは今の所、国立
情報学研究所（東京）が会場として決定しており
ます。会場内にはsaveMLAKのサイト作成に詳し
いスタッフが常時いますので、直接足を運んで参
加して頂きますと作業の流れやコツが掴めると思
います。
会場に足を運べない人でも参加するのに問題は
ありません。saveMLAKのサイトのページを作っ
たり、いじったりする作業なので、パソコンとイ
ンターネット環境があればいつでも、どこでも参
加できます。ご質問等に関しては随時、Twitter
やメール等に投稿して頂ければスタッフからアド
バイスをお返しします。
この期に、東日本大震災や九州豪雨に関する情
報を皆様の手でいっぱい作り上げませんか？
【冨澤 美典】

編集後記
7月に発生した九州豪雨で被害に遭われた方々
にお見舞いを申し上げます。saveMLAKは東日本
大震災に関することを中心に活動していますが、
それ以外での災害で被害が起きた施設も逐次、情
報収集と提供などを行いたい所存です。
7月25日からロンドンオリンピックが行われて
います。この記事を書いている際にも、被災地出
身の選手がメダルを獲得するなど、日本中に感動
とパワーを与え続けています。この情熱を復興へ
のチカラへとパワーアップさせて、日本だけでな
く世界へもより広まっていくことを信じて。

今年も猛暑日が続くなど全国的
に厳しい日々が続いています。
熱中症や脱水症状には特に気をつけて
この夏を乗り切りましょう。
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