
Q7~12-2その他回答のすべて

芸能・映像業界で働くスタッフ、キャストへの
影響実態調査アンケート
現場で働く 1,715 名の声

新型コロナウイルス感染症による

◆設問Q7「新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？」に「そ

の他」を選択し、記述いただいたコメント（回答者２６１名）・・・２〜７ページ

◆設問Q8「作品・公演が延期、中止になった方へお聞きします。延期、中止になった事でギャラの支払い

に影響はありましたか？」に「その他」を選択し、記述いただいたコメント（回答者７８名）・・・８、９ページ
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◆設問Q10「今困っていること、不安に感じていることはなんですか？」に「その他」を選択し、記述いただ

いたコメント（回答者７２名）・・・１０、１１ページ

◆設問Q11「今、そして今後、どのような支援があると良いと思いますか？」に「その他」を選択し、記述い

ただいたコメント（回答者２８名）・・・１２ページ

◆設問Q12-2「Q12で『副業を検討している』『副業をはじめた、または元からしていた』『転職を検討してい

る』を選択した方に質問です。その理由はなぜですか？」に「その他」を選択し、記述いただいたコメント

（回答者３６名）・・・１３ページ

◆設問Q12-2「Q12で『仕事自体をやめる事を検討している』と答えた方に質問です。その理由はなぜです

か？」に「その他」を選択し、記述いただいたコメント（回答者１名）・・・１３ページ



Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

作品の完成が遅れている。撮影が中断している。

次の仕事が先送りになり目処が立たないため、仕事がなくなる可能性がある

延期予定で一度中断しましたが、当初の撮影予定日数分は拘束してくれてます。

自宅待機(代休・有給？)になった

撮影延期だがスケジュール拘束は続いている。案件が減った。

 また仕事はありますが、減少してます。5⽉連休明け以降にしわ寄せが来てます

思うように作業が進まない

ポスプロの会社なので、撮影が行われてないので、2ヶ月過ぎると仕事が無くなりそう。

撮影中断ですが、現状まだ拘束してくれています。

撮影予定になっていた映画等が中止or無期限延期になった。

仕事が減って在宅も出来ないので、交代制で出勤・自宅待機（給料6割）になった。

次に決まっていた仕事もキャンセルになった

撮影するのか判断待ち

撮影所が閉鎖

 動いている作品が極端に減り仕事が⾒つからない

打ち合わせが無くなった。

延期、中止の判断待ち

作品の延期予定（現状まだ未定）。オーディションの減少、並びに多人数でのオーディションへの参加危惧

家で作業するものに関しては、かかった時間に関係なく1日7千円(アルバイトの就業時間が10時から18時まででそのうち1時間休憩のため)とされ収入が減った。

ワークショップの開催を中止した

仕事の話が一切来ない

ずーっと自宅待機中

全レッスン休講無職状態

納品した仕事が途中で止まり、報酬が支払われるかわからない

3⽉以降の依頼が激減しています

仕事が減った

仕事の依頼がなくなった

新規案件の仕事の話自体が無くなってしまった。

他のチームへの売り込みが出来ない

土日が休みになった

全く仕事が無くなった

仕事内容に制約が出ている

番組を作らなくなり、全く仕事が無くなった。

仕事量が減った！！

作品・公演が延期または中止になり拘束をとかれた, 延期といわれ、実質待機状態

クライアント〜エンドクライアントの仕事が停滞し仕事がこない

受注数が少し減った。

発注の激減

撮影が中断して、再開の目処が見えない。

作品の撮影準備は続くが、撮影開始が延期され、スタッフ拘束や、セットの押さえなど（現在押さえっぱなし）予算が大幅に増加している。撮影開始の目処も

立たない。

イベントやテレビの撮影がすべてなくなった。

撮影は延期だが雇用状態

ロケハンや資料請求ができなくなった

中継やロケのキャンセル

 決まっていた仕事がキャンセルになった。
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Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

在宅勤務になった, 会社の機能が停止に近いため、報酬の振り込みが遅延している

撮影が中断している

収録が1人ずつになりそうで通常より時間がかかりそう

仕事量、依頼量がほぼゼロになった

新規仕事がなくなった

決まったお仕事は特にないけれど、全く仕事がこなくなった。

放送・公開の延期。契約は継続。

決まっていたプロジェクトや番組がほぼ中止になった

TV番組など様々な撮影が⽌まり、依頼が無くなったりイベントやライブが中⽌⾃粛により末端のフリーランスはキャンセルで収⼊断たれる

 録⾳スタジオ収録が感染拡⼤防⽌のため、中⽌になった

ロケや収録が中止になり仕事がない

 仕事量が減少全く無い

派遣スタッフ以外は、自宅待機(休み)

仕事が激減した

 CM,VPの問い合わせまで無くなった。

中断はしていないが、実質止まっている状態。

CMの仕事が無くなった

撮影が延期なり今は待機中。近々での再開日程を模索中であり、ロケ地にて待機中です。

仕事が自宅待機になり中断。少量のギャラだけ、払われる予定であるが、期間が延びる分に関してはまだわからない。

仕事が全部ストップした。新規案件がない。

ロケに出れなくなった関係で仕事が減った

イベント中止で収録が減った

cm mv web動画のカメラマンです。業務形態は簡単に⾔うと⼀作品があると制作会社から依頼があり打ち合わせをして撮影をする。⽉に4〜5本やっていますが
コロナウイルスの影響によりどんどんキャンセルになり３月は1本、４月以降0本です。新潟ロケ前日にキャンセルも発生しました。

例年に比べて明らかに暇になった

業務委託契約なので、全て受け身の働きかたです。今後の仕事の予定が一切なくなりました。

作業量、依頼が増えた, 撮影が遅延中

小池知事自粛要請から待機中です

新規の仕事がない

撮影休止となり、拘束期間が2か月ほど伸びそうだが、ギャラが1話いくらなので、2か月分の収入が実質無くなる。

受注減

オーディションなども全くない状態

作品の上映が3月以降、中止及び延期となった。

先々の仕事が流れた

自宅待機が月の半分以上

依頼が全くなくなった

撮影自体がなくなっているので依頼がない

拘束をとかれたという表現ですが、違う中止になり収入が無くなった。

とくに影響はない, ６月頃に入るかも、と言われていた作品が今のところ２本イン予定ですが、まだどうなるか確定していない状況です。

クランクインが延期になった。美術部は準備があるので拘束はそのままだが、現場チームは拘束を解かれたと聞いている。保育園は休園になったが、祖父母の

力も借りて在宅でなんとか準備している

撮り終わっているCMの公開時期が読めない

仕事がゼロになった

作品が撮影中断になってはいるが、在宅勤務のできる内容では無いので、やる事が無くても出勤をしなければならない。もしくは自分の有給休暇を使って休ん

でください、と言われている

在宅勤務になった, ロケが無期限延期になり、番組制作ができなくなった。
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Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

4⽉の案件は無し

作品・公演が延期または中止になり拘束をとかれた, 撮影はほとんど無くなった。

ワークショップが中止。 公演の予定が立たない。

撮影が延期になった

依頼がありません

仕事がゼロになった

4⽉は、勿論 撮影現場 全く有りません。

全ての作品がストップしており、再開の時期は未定

新規の仕事の依頼が一切入らなくなった

手掛けてる作品は延期になりました

新規の撮影ができないので急遽過去の放送回からの総集編になりました。

仕事が中止になった

全く仕事がなくなった

新規の仕事が来ない

緊急事態宣言が解除されるまで自宅作業。5/6で宣言が解除されるのを前提で俳優部のスケジュール調整をしています。

番組延期(中止)の為、レギュラー仕事も無くなった

開催できなくなったイベントのWEB配信の相談が増えた

休日出勤がなくなり給与が下がった

中継の制作技術

拘束はないが公演が延期した

仕事が全く無くなった

放送や収録中止になり業務が激減した

依頼が現時点でゼロになった。

今は嵐の前の静けさ

案件がなくなった

5⽉以降の仕事が⽩紙になった

 NHKの仕事が減った

仕事の依頼件数が8割程度減った

NHKエンタープライズ、ホリプロが制作プロダクションの「⾚ひげ3」とゆう作品の撮影が本来4号10⽇からインするはずで、拘束は4⽉6⽇からだったのだが、
4⽉30インに延期になった。本来の拘束⽇である4⽉6⽇からの⼈件費が⽀払れるのか問い合わせても無回答。おそらくプロダクション的に⽀払う意思はないのだ
ろう。

 まったく仕事が無くなったりました。

 仕事が全く無い

スポーツ、ライブイベント全てキャンセル

仕事の仕方を変えざるを得なくて、能力が追いつかない。

 仕事がほぼなくなった

撮影が止まり、仕事がなくなった

舞台中止に伴い、負債を抱えた

自宅待機。検温マスク着用の管理

子供がいるスタッフは通勤させられないし。収入ないのに給料は払わないといけない

オーディションもなくなり案件が減った、＝収入も減った

「仕事が無くなった」と「自分から断ってる」

完全に仕事は途絶えました。

仕事の発注が全てキャンセル、次の発注が無い。

 所属事務所が斡旋する仕事量が減った。

今後の予定は一切無期延期となっております。

4



Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

全く仕事が無くなった！！

スポーツやイベントが中止になり仕事が無くなった

仕事が暫くありません

自宅待機

お仕事が入ってこなくなりました。

受注件数が減った

予定されていたスタジオ作業が中止された

仕事量が激減した

仕事がほとんど無くなった

仕事そのものが無い

作品の公開時期が、未定になりました

スポーツ中継オールキャンセル。バラエティのロケができなくなった。

撮影延期、中止が増えた

ロケ撮影が専門なので、撮影予定が全部中止でキャンセルになった。

作業依頼が0になった。

仕事がほとんどなくなった

仕事が大半キャンセルになった

休業になった

5⽉以降のスケジュールが⽩紙になった

休業、自宅待機

新規案件が取れなくなった

仕事があったり無かったり

外ロケが禁止になった

仕事依頼が減少

収入が0になった

会社でないと出来ない事も多く、放送の日時が変わってないドラマもあり、週に２回ほど出社をしている。

撮影が延期になった

 ⼀時帰休になり給与が6割になった

全てのスポーツが開催されない。オリンピックを含めて

イベント自粛のため案件が発生しない

イベントの中止が相次ぎ、6月迄の売り上げ3月から現時点でゼロです。

自宅でレッスンとなった。直接指導なし。

仕事が減った

いつ契約打ち切りになるか分からない

ショーがなくなり出勤が激減した為、収入が28万から7万から0になりました。

撮影予定だった案件が４つ消滅しました。

休業しました

番組収録・生放送が中止になった

撮影延期になり、自宅待機中。今後の予定は未定。

仕事（担当番組、コーナー）が中止、休止になった

新作映画レビューなどの仕事がなくなると共に、仕事激減。

仕事ができない状況

感染防止の観点から今後2部態勢になり勤務日数が減る可能性が出てきた

イベントが中止になり仕事がなくなった

依頼が、無くなった

仕事のスケジュール押さえが全くなくなった
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Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

 撮影が出来ないのでこの先のレギュラー仕事がなくなるかも……

レッスン中止

4/8以降仕事がない

スポーツ開催中止や番組の頓挫・中止などにより仕事がない

問い合わせすら来なくなった

全く仕事の予定がなく困っている

少し減っているが作業はしてる。

仕事が全く無くなりました。先も全く見えません。

3⽉から仕事はゼロ

ドラマの撮影が各局全て中止になり、募集案件が無くなった。

5⽉6⽇まで，⾃宅待機になり，その後，撮影開始予定

先の仕事が一切なく、収入が0になった。

ほぼ休業です。

仕事量激減

作業量が減った

レギュラーではなく単発の仕事になった。

高齢の母を介護しているため自粛せざるを得ない

仕事が入らなくなった

ロケなどが行けず仕事がない

撮影ができないため、プロジェクトが進まない。入札案件がコロナの影響で延期ではなく中止になった。

発注が減った

撮影が延期し、次のスケジュールを圧迫

制作中の番組の放送が延期になった。新たな取材ができなくなった。

仕事の量が激減した

作品は休止、再開待ち待機中

仕事がキャンセルになり働けなくなった

収録仕事が全てバラしになった

仕事が全て無くなり、在宅勤務(技術職なので勤務といっても自宅にいるだけ)

 撮影、審査の仕事等がキャンセルになった

LIVE、TV�共に仕事が全く無くなりました

イベント司会の依頼が来なくなった、TV出演の依頼が9割無くなった

そもそも仕事は少ないので、コロナの影響でというのは考えにくいです。

先の仕事がある気がしない

4⽉から仕事が途切れた。周りも同様で企画の延期などが続いているよう。

単発発注が全て無くなった

詳細が判らない案件や、見通しが立たない事が増えた

仕事が激減した

妊娠6ヶ月なので他のスタッフより早く解雇された

制作が中止となり勤けなくなった

仕事が途中で止まった。売り上げ立たず

この先まだ新しい仕事が入らず先行きが不透明というか、何もない。在宅で出来そうなオンラインレッスンやレコーディング業務を増やしたりしている。

撮影不可による案件減少。頻繁に使用していたポスプロの倒産による新規スタジオ探し。

仕事無いです。

ギャラは発生していないがスケジュールを抑えられています

作業量、依頼が大幅に減った

仕事が激減
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Q7,新型コロナウイルス感染症により、あなたの仕事にどういった影響がありましたか？

その他の記述内容

仕事がすべてキャンセル

相次ぐイベント中止により、収入が激減

撮影がバラシになり仕事が無い

現在仕事がない

公演の部分的だが中止、また、全公演を通じてキャンセルの希望を受付たため、目標とする集客の40%に止まり、大幅な赤字公演となってしまった。また、マ
ネジメントする俳優の仕事が３月からキャンセルや延期となり、4・5月の収入がほぼ見込めない

撮影がバラシになった

自宅待機

四月以降の仕事が全部無くなりました。

緊急事態解除まで全て延期のままです

依頼がなくなった（仕事がなくなった）

途中の仕事のギャラが支払われない

イベントの中止の影響で例年より依頼が激減

減給

仕事が入ってこない

仕事がなくなった

仕事がゼロになった。

発注が全てキャンセルになり工場休業に追い込まれた

施設閉鎖により仕事が激減した

制作予定の案件が中止。一切の仕事が無くなった。

フリーランスの為、仕事が入るかは近くになってからの口約束。コロナで延期になりそう。など、LINEなどの軽いコミュニケーションで仕事がなくなってしま
う。

幾つかの仕事が延期になったり中止になったりした

新規の仕事が一切来なくなった。

仕事が全てキャンセル。

作業量、依頼が減った

制作ラインの稼働が下がった。

緊急事態宣言が出る前後で、5月インに向けて準備していた作品が延期中止になり、それどころか半年以上先の11月にインする予定の作品まで延期中止が決まっ
てしまい、

依頼、作業量ともに減った

来月までは緊急事態宣言前からの仕事を継続しているが、その後は未定。

まだわからないが、解雇されるかも…

CM案件の延期、中⽌あり。4⽉の案件はほとんどなくなりました。映画も1本延期となりました。

番組数が減った

休業になった

案件が止まり、収入の見込みがない。

在宅作業の準備費がかかった

拘束はとかれていないが、現在1ヶ月撮影が延期されている

業務受注が無くなった。

ちょうど産休だったので今のところ影響はありませんが、夏に復帰予定だったので心配です。
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Q8,作品・公演が延期、中止になった方へお聞きします。延期、中止になった事でギャラの支払いに影響はありましたか？

その他の記述内容

支給する側なので支給しています。

当初の拘束期間分の満額ではなく半額程度

少し払われた

主催なので損害があります。

支払う側なのですべて赤字です

準備期間分(1ヶ月)のみ支給される予定

まだ話し合い中　全額保証は無理だと思います。

実働プラス1ヶ月分支給　拘束予定より少ない

10万円のみ⽀給してもらえる予定

半月分の報酬となった。

支払いは無い

無給

その件に関しては何も説明がない。満額はもらえないだろうし、監督は日割計算ではないので、もらえるかどうかも不安。通常、企画が頓挫したり中止された

場合は、一切もらえない。この慣例もおかしいと思ってはいたが。

フリーの場合仕事の依頼が来ないため、収入は0です。

基本給の保証

延期のギャラの保証は無し

延期という言い訳のもと、準備の実働分は払われていません。

準備期間中に在宅ワークになり現在まだ契約中でギャラは支払われている。今後どうなるかはわからない。

拘束期間分全額ではなく、7割ぐらい支給されました

3割⽀給の連絡のみで⽀払い⽇等分からない。事務所が⼿数料を正しく処理するのかも分からない

会社員のため基本給は変わらないが、残業代がつかない。

今の待機中は保証されています。

拘束が解かれてから2週間分は保障される予定

拘束期間が伸びてもギャラは変わらないので、月収入が激減

現在、時期をずらしているので、このまま制作に入ればギャラは支払われると思うが、当初の予定から後ろにズレた間の期間分は当然の如く支払われないと思

う。本来なら、そういうズレた期間も補償の対象になるべきだと思う。

先方の言い値での金額が発生。しかしながらこれでは生活出来ない。

延期は支払いなし、中止はキャンセル料のあるところとないところが両方。

4/20現在協議中とのこと

ポスプロ期間につき、特に強い影響はなし

直前にキャンセルされたものは半額、実働していないものは支給なし

休業手当

大いにあり

特に

準備期間のみのギャラを交渉中。

一部は、キャンセル料金として払われました

支払い総額の６０%以上を支払っていただいたものもある。

拘束期間分の満額と中断分の半額以下の支給

拘束の半金、もしくはなし

ギャラの半分

再開後にはっきりする

４月以降拘束予定だった分が未定

支給される予定の案件もあるがその前に制作会社の倒産とかが不安。

スケジュールは伸びたけど伸びた分の給料は払えないということでした

キャンセル、延期で収入はゼロ
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Q8,作品・公演が延期、中止になった方へお聞きします。延期、中止になった事でギャラの支払いに影響はありましたか？

その他の記述内容

会社員なので固定給が支給

イベント中止分は主催の為全て持ち出し。補償もなし。

2ヶ⽉拘束のうち1.5ヶ⽉分⽀払いされる予定

実働2日分と1ヶ月の半額だけ支給予定

この先、どうなるか、まったく予想ができない。長引くことは予想。

現場仕事をしておらずアルバイトの仕事も発生していないため支払っていません。

案件は現状で延期であり、再開すればその納品ののち、通常通り請求できるはずと解釈しています。

9割のものは⽀払われない。

拘束3ヶ月だったが、1ヶ月分は支給

現在、検討中です

入っていた仕事はほぼ中止か延期。舞台など中止のものは交渉中。しかし、決まっていたギャラティの100パーセントの保証は絶対になされない。

3⽉末に解雇され翌⽉のギャラは半分⽀給

支払う立場なので、稽古期間中の交通費のみ、出演者にお支払いしました。

中断までの実働分支給の依頼中だがどうなるかわからない。

会社員なので変動なし。会社は大損益。

全額ではないが、キャンセル分もギャラが支払われる予定

4⽉分は給料の6割は保証、その後は不明。

月給制なので変わらない

収入が不安定になった

延期になったので、製作費が一部しか入らない

一時帰休期間中は給与が6割になった

全てキャンセル料は発生していません。

実働日の半分のギャラのみ支給。それも6月で停止。

月給制ですが、三月分は支給されました。

３月下旬の途中中止は全額支給。延期になり実働前のものは延期時まで支給されない。

仕事量が減った分、収入も減った

私自身は会社員で月給なので今のところは影響ないですが、キャストに全額支払えなかった。また、扱っている俳優の出演料が、全額もらえたものもあるが、

減額されたものもある。稽古入り前のものについては、キャンセル料なし。また、経営母体の運営が厳しく、ギャラ入金前に自己破産した団体主宰もあり、回

収が見込めるか不安

映画の公開が延期されることによりギャランティが入って来ない

【舞台３作品に影響あり】１：公演期間中に途中で中止になり、ギャラが大幅に減少。２：公演が延期になり、現段階ではノーギャラ。３：公演中止により、

ノーギャラ。

年俸契約のため、現時点影響なし。年末の特別報酬が減額またはなくなる可能性大

緊急事態宣言が出る少し前に、準備していた作品が延期・中止が決まり、それどころか半年以上先10月インの作品まで延期・中止が決まってしまい、今年いっ
ぱい決まっていた仕事はすべて飛びました。収入ゼロがいつまで続くか！。運送業などのアルバイトを申し込んだが年齢で断られ非常に困っているしこの先が

不安です。

今後次第で変わる

仕事によりけり

撮影が延期されて、準備が在宅になったため入金も1ヶ月後からの予定
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Q10,今困っていること、不安に感じていることはなんですか？

その他の記述内容

作品発注側の事態による作業延長への補償がなされない

スタッフ自身の無策と業界の無責任体質(困っているというか憤り)公的支援の少なさ、網目のザルさ。新卒者の行末。自分の生活etc

いつ終息するのか、終息しても娯楽産業なので直ぐにドラマなどの撮影が有るとも思えない！転職も考えないといけないのかと思う不安！

国の首脳陣たちがフリーランスというものが判っていなさすぎて悲しい。

コロナがおさまったあとに、一気に上映が動き出して作業が立て込むこと…。

収束した頃から一気に仕事が増えて忙しすぎて事故やケガが増えるのではないか

会社の破産

 仕事内容によっては出勤が余儀なくされ、ナレーション録りなどの場合密閉された空間(スタジオ)の中複数⼈で作業を⾏わなければならないこと。

コロナの終息

海外撮影、または海外作品の国内の撮影の仕事だったので、そもそもそのような仕事が再開するまでにはまだ長い時間を要すると思われ、転職や自己投資して

資格を取ることなども検討しなげればいけないかなど不安や悩みはつきません。

これはコロナウイルスの影響がある前から問題視されていたことですが、若いスタッフの離職率の高さや人手不足に対して映像作品の供給数が見合っていない

こと。この映像業界の致命的なギャップがコロナウイルスによって、更なる低予算作品の増加や、中小映像制作会社の経営困難から予算削減による人件費削減

する作品が増える危険性から更に新人スタッフの減少が懸念される。またギャランティの未払い踏み倒し倒産する会社も増えてしまうのも不安です。このコロ

ナウイルス問題を機に、まず人件費から削って予算組みをする状況を改善しないと業界の衰退スピード益々上がってしまうと思いました。

感染が心配される撮影（三密のかたまりです）などを、いまだにプロデューサーは行おうとしている。これも問題。感染状況が微妙でも、膨らみ続ける予算

や、これまでかかった資金（数億）のため、中止にできない。多少感染の危険があったとしても、撮影を行おうとしている節が見受けられる。危険に晒される

のは現場のスタッフや役者。これも非常に恐怖を感じている。中止なら中止と宣言してほしい。

制作の遅延による費用の捻出について。

雇用継続

家賃や光熱費やローンなどの支払いが出来なくなる事

延期された仕事の先行きが見えない

テレワークへの緊急移行投資

自分達が保菌していない、という確約がとれないのでロケ先に迷惑がかかるのではないか、という不安。ロケ先も無収入の中、撮影ウェルカムのところもある

ので、再開したい気持ちとそうでない気持ちと半々です

テレビ局など会社員のフリーランスの立場に対する無理解

政府の考えの甘さ

インバウンドの仕事がメインなのでいつ仕事が戻ってくるか不安

会社が潰れないか心配

公的資金は月収の前年比などで計算を出したがるが、昨年は収入が少なかったが、今年は仕事が多く入っていたのに、それが無くなったのにそこを考慮に入れ

てくれてない。

当初の表向きだけの自粛にに腹が立ち、監督に不安を伝え、プロデューサーに伝え、準備する時間含めての延期を依頼した。その事で上層部に面倒な奴と思わ

れてないか？不安にやや思う。

今後の映画撮影が行える状態になるかの展望。

撮影が延期になり残業、休日出勤が減り手当てが減る

現状特にない

 ⽇本政府。フリーランス、⾃営業者に対して対応がお粗末すぎる、

撮影を行う際、どこまで対策をすればいいか分からない。

仕事が始まっても三密は回避できるのか。感染のリスクが高いが保障がない。

業界全体の問題。独自のセーフティネットのようなものが作れないか。組合？

この仕事は保証がないので、こういう場合ただの延期ということで、今月の仕事が全部なくなり収入がゼロになった。来月も仕事がない可能性があり、また働

きたくても仕事を入れることにもないので、どうすればいいかわからない。

会場料金、チケット払い戻し手数料など収入0なのに請求が来る

撮影時の感染対策が難しい。感染への不安による現場のピリつき。

 いつからイベント開催してよいか。やったらやったでクレームが来そうで、明確な時期を決めて欲しい

緊急事態宣言下でも稼働する予定の仕事が組まれようとしています
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Q10,今困っていること、不安に感じていることはなんですか？

その他の記述内容

エンターティンメント業界はどうなってしまうのかという漠然とした不安。

依頼の減少、レッスン生の減少

会社の存続

フリーランスなので保証がなく特に心配

終息後もまともに稼働できるかどうか。

即座に必要な借入金の額

会社の存続

従業員の生活を保障できるかどうか心配

きちんと対策してくれる所と、表向きはしているが、裏では普通に働かされている。

スタジオなどの撮影などは休みも食事もバラバラ深夜まではざら。体調が悪くなりながらの撮影はやりたくありませんが仕事はしたいです。お金のために。

これからの舞台業界の在り方

 国は融資をすると⾔ってくれているが結局返済額が増えていくだけなので不安

今後の仕事量の急激な増加

事務所からの連絡や指示が以前にも増して不鮮明になった

学生でありますがミュージシャンとして活動しており、活動費で学費を稼いでいる。今後学費を払えるか不安

50-60代のそれぞれのセクションのトップに⽴っている⼈達の⾃粛意識の低さ

制作会社による理不尽な値引き〔コロナ関係なく〕

テレビ局の窓が開かない、換気が悪い

また今までと同じ現場がはたしてあるのか。

会社が存続できない

この先の生き方

貯金できるほど単価が高くないので貯金が無く生活ができない。

日本は海外と違って子供を劇場に連れて行くような文化がない為、国民の中に審美眼がないことは承知ですが、それでも現状私たちの仕事は要らないものだと

言われているようで虚しいです。あと契約書の中に、契約相手はいかなる理由によっても15日前に通告すれば私をクビにできるという項目があるので、これは
このような災害時においても適用されるのかどうかが不安です。契約してしまったんだからそれまでと言われればそうですが、そこについて議論をしようとす

ればめんどくさいやつだと思われてクビになります。このように労働力を提供する側が非常に弱い立場に置かれているのが納得いきません。

この先の暮らし

いつ回復するのか？時期が分からない事への不安

日当仕事の為、当初予定の予定が変更になっても実働分しか補償されない事。

ソーシャルディスタンスを保つ方針によりスタッフとのコミュニケーションが減り、仕事のクオリティが下がる不安がある

国が、労働者と認めて無い事

先が見えないこと。観客が集まらなければ成立しない舞台（演劇）は、どの段階になれば大丈夫になるのか、、、等々、他にも心配だらけです。

今後の業界の在り方、変化

収入が不安定な為、もし助成金や融資が受けられなければ、感染リスクがあっても撮影の仕事があれば行くか悩んでいます。行っても保証がない。

社員の管理

自身のことだけで、目下精一杯で、助手さんや若手のサポートができないこと

今後のドラマ及び映画での現場での対応

東日本の後、俳優業のギャラは激減し、メインをやる俳優が、脇役を多くやり始め、押し出されるように無名の俳優の仕事はなくなった。今回も同じ事が起き

ると予測する。

自粛と補償がセットになっていない現状。政府や文化庁、国民の 芸術や文化とそれに携わる人々に対する捉え方
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Q11,今、そして今後、どのような支援があると良いと思いますか？

その他の記述内容

若いフリーランスへの金銭的支援、就職先の支援が一番必要です。このままでは文化が廃れます。

文化芸術自体への支援

ドイツの様な芸術支援

全体的な興行スケジュールの見直し。バランス！！！

そんなの分かるわけない。質問がおかしい。

何もなく終わる…

撮影などをしていいのか。こっそり動か撮影を再開しようとしている組みもあると聞く。映画やドラマの撮影現場は非常に危険だ。三密を避けることはできな

い。こういう実態を鑑み、きちんとプロデューサーに行政指導してほしい。上がやると言えば、若いスタッフなどは拒否できず、行かざるを得ない。上が止め

てくれないと。

 各⽀援の速度をとにかく早くして欲しい。

製作会社への支援。(指導的なものも含め)

公演がなくなったという事実も収入がなくなった書類に加えて欲しい

自社への支援というよりも、景気がよくなるための支援をお願いしたい

労働条件などの環境整備

ろくな支援はないと思う。支援ではなく保証でないと成り立たない。

なにもされない

とにかく今は全ての撮影、オーディションを即中止して欲しい。そして補償を苦にして欲しい。それがないからやすめない

終息後の世間からの精神的物質的な応援

 ⼤した⽀援などないと期待してない

文化活動そのものの国からの支援と正当な報酬への理解

イベント中止の損害補償

コロナ収束まで長引くと考えて、この状況下でできる仕事の情報やアイディアが集まるプラットフォーム

採用は企業の安定なので、あらゆる方法で企業支援を希望します。

全てやって欲しいです。

業種に関係なく全国民に対する補償を国が行う。また徴収する税金等を一時的に止める。これらは必須だと思います。

 学費、奨学⾦の⽀払い遅延救済

疫病は天災と同じなので、そんなに保障保障とは思わない。不測の事態に備えておくのも個人個人の能力だと思う。

労働力を提供する側が弱すぎる立場にならないように労働組合などを作って監督してほしいです。

主に映画の仕事が多い私たちの場合、スタッフはその作品ごとにフリーのスタッフが集められます。大きな作品の時は、延期中止になればひと月分くらいは

ギャラの保証をしてくれる場合も有りますが、その他の作品についてはその作品の予算自体がすでに逼迫しているか、まだ必要なお金の全てをプロデューサー

が集めきれていない場合など、中止が決まっても保証されないケースは多々有ります。

再開の可能性と基準を設けて欲しい。
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 Q12-2,その理由はなぜですか？

〈Q12で「副業を検討している」「副業をはじめた、または元からしていた」「転職を検討している」を選択した方〉

その他の記述内容

主業に繋がる育成業など

業界で仕事していくためには、色々やる事しかないから

スタッフのボトムアップの為

ドラマの制作が無ければ現場もない！だから考えざるを得ない

この先も撮影の中断や延期があると思うので

いろいろやったほうが楽しいから

趣味からの発展

集団で映画を作ること、集団で映画を見る場所が難しくなるのかも知れないから

考えていないので無回答

映像を活用し、生み出せるサービスが山ほどあるから。

パワハラ、セクハラ

もう充分働いたから

会社に頼りきれないので独立

他にもできる仕事や技術があるから

万年悩んでいるのできっかけとして。年齢的要素の方が大きいですが、、

これまで通りですが一時的にです。本当はしたくない。

社員を守るために契約を切られる可能性があるので

価格は下がりますが、YouTuber案件など、普段は手をださない安い仕事に手を出すようになりました。

コロナの影響により生活に不安があるから

個人事業主なので職種の縛りがないため

今いる業界にプロアマの境目が無く質が悪くても安上がりな方へと依頼が流れつつあり正当なギャラが支払われるケースが殆ど無くなってしまったから

いまのスキルでニーズがあることを掘り探っておくため

この仕事の必要性に疑問を抱き始めたから

事務所側が在籍者を護れない事が明確になったから

こういった不測の事態が起きてもなるべく影響のない仕事をしたいから。

不安定だけど、やりがいがあるから映像業界にいるがそれと生計をたてる事は別問題だと思っているので副業は元々必要だと思っている。日本はまだまだエン

ターテイメントや芸術への理解が薄いし、それを強要したってしょうがないので、自分達が快適に仕事していける様に収入のベースを築く事は元々必要。

以前から考えていた

業界内での副業

複数の収入源を持つ必要があるから

この先、仕事があるかどうかわからない

自分の作品に注力するため。自分のペースを可能な限り保つため。

やり甲斐や使命感から。好きな事だから。

契約書、労組等が無く立場が弱いので長期的に仕事をしていく事が難しいと思えてきたため

お金が好きだから

映像業界だけで仕事を続けていると視野が狭くなるから

労働時間や仕組みが古すぎるから

〈Q12で「仕事自体をやめる事を検討している」と答えた方〉

その他の記述内容

契約書、労組等が無く立場が弱いので長期的に仕事をしていく事が難しいと思えてきたため
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