
セミの声も騒がしい8月。季節だけは確実にめぐっ
ていきますね。自然ってすごい。 
2020年の夏はいつもと違った夏になりそうです。 
 
株式会社エム・データによる、2020 年上半期
TV ニュースランキングが 7月 10日に発表されま
した。ランキングの調査対象は、2020 年 1 月 1

日（水）から 2020
年 6月 30日（火）
までの、関東エリア
（NHK 総合、日本
テレビ、テレビ朝日、
TBS、テレビ東京、フ
ジテレビ）で、月曜日
～土曜日、朝 10 時

まで放送されているニュース／情報番組です。 
上位はやはり、コロナ関連記事で占められていま
すが、連日のようにテレビに流れていても、対策や
収束が見えない事に、いらだちも感じてしまうのは
私だけ？ 
 
■2020年上半期 TV ニュースランキング 

（総合） 
1位 「新型コロナ世界で感染拡大」 

1163時間 44分 38秒 
2位 「東京五輪、新型コロナで来年に開催延

期」 50時間 27秒 13秒 
３位 「ダイアモンド・プリンセス号で新型コロナ

集団感染」 48時間 53分 57秒 
４位 「カルロス・ゴーン被告、レバノンに逃亡」 

20時間 03分 54秒 
５位 「河合夫妻 公選法違反事件」 

18時間 34分 12秒 
６位 「イラン 米軍基地に報復攻撃」 

17時間 32分 45秒 
７位 「米国 黒人差別抗議デモ拡大」 

15時間 48分 34秒 
８位 「検察定年延長問題・渦中の黒川氏が

辞任」 15時間 41秒 50秒 
９位 「志村けんさん、新型コロナ感染による肺

炎で急死」 14時間 26分 08秒 
10位 「北朝鮮情勢」 13時間 14分 06秒 
11位 「東日本大震災から 9年」 

10時間 54分 43秒 
12位 「高校野球、新型コロナで春夏連続退

会中止」 10時間 13秒 58秒 
 
 

 
新型コロナの影響で、工場が停止され、外出自
粛で車が減り渋滞が解消。サンフランシスコの二
酸化窒素レベルは 20 世紀前半以来の低さに。
大気汚染が進み、煙霧に覆われていたインド首
都ニューデリーの観光名所「インド門」の上には青
空が広がりました。ロックダウンによる一時的なもの
とはいえ、人が経済活動をしないと大気汚染が改
善されることが証明された形です。 
また、人が出歩かなくなれば、それだけ交通事故
も減る。犯罪も減る。そんな統計も出ているようで
す。 
 
■交通事故の件数も過去最少 
警視庁は 7月 28日、2020年上半期（１～
６月）の交通事故発生状況を発表。2020 年
上半期は、交通事故の件数が過去最少でした。
これは、新型コロナウイルス感
染拡大による外出自粛が影
響したもの。 
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前年同月比22.5％減の14万5487件と大幅
に減少し、統計を取りはじめた1990年以降、最
も少ない件数となりました。 
■刑法犯認知件数、戦後最少を更新 
今年上半期（１～６月）に、全国の警察が認
知した刑法犯の件数は 30万 7644件で、前年
同期に比べ 5万 6010件（15.4％減）少なく、
戦後最少を更新した昨年を下回ることが、警察
庁のまとめ（暫定値）でわかりました。 
これは、防犯機器の向上に加え、新型コロナウイ
ルス感染拡大による外出自粛で、
ひったくりなどの街頭での犯罪が大
きく減ったことが影響したとみられて
います。 
 
 

 
どうしてアメリカで TikTok の利用を禁止する
の？ 
 
「 TikTok（ テ ィ ッ ク ト ッ
ク）」とは、若者の間で流
行しているスマホアプリです。
15秒から1分程度の短い
動画を撮影して楽しむサービスで、投稿された動
画をシェアできます。ユーザーには 10代女子が多
い SNS アプリです。 
TikTokは中国の IT会社 ByteDance（バイト
ダンス：字節跳動）社が開発し、運営していま
す。 
アメリカのトランプ大統領は、この TikTok のアメリ
カ国内での利用を禁止する考えを明らかにしまし
た。TikTokはアメリカ国内でも若者を中心に1億
人のユーザーがいるとされます。 
トランプ政権は利用者の位置情報や交友関係
などの利用者データが中国政府に漏れる恐れが
あるとみていて、すでにアメリカ軍関係者の利用を
禁止しています。米議会などでは、中国による検
閲や情報流出を疑う声が以前から根強くありま
す。 
貿易摩擦で、米中の対立が激しくなる中、トラン
プ大統領や米政府高官はより厳しい対中批判を
繰り返しています。その動きが SNSの分野にも広
がりはじめています。 

 

 

 

 

2020年9月1日からはじまる「マイナポイント」。
このマイナポイント事業は、政府が進める「マイ
ナンバーカード」普及に向けた取り組みの一つ
です。9 月から 2021年 3 月までの 7 ケ月間
実施されるもので、キャッシュレス決済サービスを
使って「チャージ」や「買い物」をした額に対し、
25％のプレミアム、金額にして上限 5,000 円
分がポイントとして付与されます。 
主な手順は 
１）マイナンバーカードを取得すること 
２）マイナポイントを予約すること 
３）マイナンバーカードを使って次のいずれかの
支払方法を１つ選ぶこと 
・クレジットカードやデビットカード 
・Suicaなどの電子マネー 
・PayPay や LINE Pay、メルペイ、ゆうちょ
Pay、au Pay などの QR コード決済 

9 月１日から始まるキャンペーンを前に、マイナ
ポイントの申し込みは 7月 1日からスタートして
います。 
一番のポイントは「マイナンバーカード」を取得
することです。申し込みから取得までは時間がか
かりますので、9 月のマイナポイント開始までに
間に合わせたい方はお急ぎください。 
マイナポイントの予約は、スマホを使うのが便利
です。マイナポイントアプリをスマホ
に追加し、マイナンバーカードの
上にスマホを置いて、マイナンバー
カードを読み取ります。 
支払方法は、最もよく使うものを１つだけ選べ
ます。QR 決済を選んだ場合、マイナポイントの
最大 5,000 円相当に加えて、au Pay は
1,000 円相当、LINE Pay はクーポンでの優
待、PayPayは抽選で 10名に「100万円」な
ど、独自の還元キャンペーンがあります。
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災害とスマホ Vol.07 

スマホをお使いの方も、これからの方も。パソコムプ
ラザのスマホ活用アドバイザーが 12 回にわたって
連載記事をお届けします。 

* * * * * 
令和２年 7月の豪雨は、7月 3日から 14日ま
での12日間に全国964の観測点で観測された
雨量の合計がおよそ25万3000ミリとなり、平成
最悪の水害といわれた「西日本豪雨」（平成30
年 7月）を上回りました。 
地震、台風、集中豪雨など、自然災害に見舞わ
れることの多い日本。意識して日頃からの備えが
必要ですが、災害時はスマホが大活躍します。 
普段はスマホを楽しく使いこなし、いざという時こそ
<情報収集>や<安否確認>に役立てましょう。 
★災害時は電話が非常につながりにくくなります。
安否確認には電話以外の連絡方法を複数用
意し、日頃から使い慣れておきましょう。 
・「メール」や「ショートメール」 
・「LINE」で家族のグループを作っておく 
・SNSでお互いをフォローしておいて「私は無事」と
いう投稿を見てもらえるようにしておく。 
 
★相手に直接連絡を取る以外にも「伝言を残
す」という方法があります。 
・災害用伝言ダイヤル：電話で「171」と入力し
ます。声で残す伝言です。 
・災害用伝言版：ネット検索で「Web171」と入
力します。文字で残す伝言です。 
それぞれ、毎月１・15 日、正月三が日、防災週
間（8/30～9/5）、防災とボランティア週間
（1/15～1/21）には体験ができます。 
 

 
災害用伝言板は、伝
言を残したい人は「登
録」、伝言を聞きたい
人は「検索」を押しま
す。 
伝言の残し方も、名
前は「ひらがな」で入
力するなど、簡単な決
まりがあります。 
慌てている時は、普
段問題なくできること
ができなくなったりしま
す。いざという時のため
に、体験日に練習し
ておきましょう。 
 
★それ以外にも、次のアプリを追加しておくとよい
でしょう。 
「あとで」「時間のある時に」と思っていたら、忘れて
しまうこともあります。 
いざという時に入れようとしても、通信環境が悪か
ったりします。また初めて見た場合にには、使い方
にも迷います。こういうアプリは、何でもない時に触
っておくとよいでしょう。 

・Yahoo！防災速報 
・NHK ニュース防災 
・全国避難所ガイド 
・らじるらじる（ラジオアプリ） 
・ラジコ（ラジオアプリ） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
★お住まいの自治体のホームページも、あらかじ
めお気に入りに入れておきましょう。またハザードマ
ップなどにも目を通しておきましょう。（パソコムプラ
ザ／スマホ活用アドバイザー・増田由紀）

★大人の★ 
スマホ活用術 

災害用伝言版 

Yahoo！防災速報 NHK ニュース防災 

全国避難所ガイド らじるらじる radiko 


