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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

　 映画やドラマなどの映像、 また演劇などは 「総合芸術」 といわれるようにたくさんの専門職が存在

し、 その多くはフリーランスで構成されています。 業務請負に関して契約書が交わされず、 口頭で済

まされることが慣例となっていることから、 コロナ休業による収入への影響も千差万別であると考えら

れました。 多様な職種の中で、 どのような支援が必要とされているのか。 様々な雇用形態が集まる

芸能 ・ 映像業界では、 個人の声を統計的に集める機会が今までほとんどありませんでした。

　 また、 撮影現場や舞台の現場では複数の人間が一か所に集まらざるを得ない状況があり、 緊急

事態宣言が解かれたからといって、 無防備に再開できるものではありません。 参加しているプロジェク

トの要請があれば、 ある程度の集団行動をともにしなければならないことに不安の声も多く聞かれます。

これらの声を集約し、 現場へフィードバックすることも重要だと考えました。 感染を防ぐために何がで

きるかを私たち自身が考える必要があるとともに、 撮影現場や舞台の現場などの特殊環境におけるス

タッフ ・ キャストの安全を守る為のガイドライン作りが急務です。 この度、 映画や舞台、 アニメーショ

ンなどを含めた各業界の最前線で働く方々への今後の補償や支援について適切な対策がなされるよう、

コロナウイルスによる様々な影響の実態を調査し、 参考資料として公開させていただきました。

　 この調査が少しでも、 コロナウイルスの影響を軽減し、 今後の芸能 ・ 映像業界の労働環境の改善

につながることを願っております。

◆調査実施の背景

２０２０年５月８日

NPO 法人映画業界で働く女性を守る会

１,７１５件の回答のうち約８割が「収入低下」
「今後の活動再開に不安」と回答

芸能・映像業界における新型コロナウイルス影響下での支援に関する要望書を政府に提出

新型コロナウイルス感染症による芸能・映像業界で働く
スタッフ、キャストへの影響実態調査結果

◆調査報告書や政府への要望書などこのアンケートに関わる資料はこちらからダウンロードできます。

https://swfi-jp.org/posts/questionnaire/corona-virus-questionnaire-results/

　子供を育てながら働ける映像業界を目指し、 業界全体の労働環境の改善に取り組む特定非営利活

動法人映画業界で働く女性を守る会は、 芸能 ・ 映像業界で働く関係者を対象に、 新型コロナウイル

ス感染症のよる影響についてのアンケート調査を実施し、 1,715 件の回答を得ました。 ５月６日に、

実態調査の結果とともに政府への要望書を、 内閣府、 厚生労働省、 経済産業省、 文化庁に提出い

たしましたので、 お知らせ申し上げます。
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◆調査結果要旨

その他

・ テレビ関連 （局 ・ CATV ・ 報道 ・ バラエティ ・ スポーツ ・ ドキュメンタリー）　　　　 ・ ゲーム関連

・ 音楽関連　　 ・ 企業向け VP　　 ・ テーマパーク ・ 博物館映像　　 ・ エンタメ系専門学校　　 ・ ブライダル

Q3, あなたが仕事をしている業界をお答えください。 ( 複数回答可 )

1,715 件の回答

契約社員 48 (2.8%)

３～５年 101 (5.9%)

１～３年 70 (4.1%) わからない 3(0.2%)
その他 8(0.5%)

その他

・ 会社経営 / 役員　　 ・ 芸能事務所所属　　 ・ 歩合制 / 出来高制    ・ 派遣社員　　 ・ アルバイト　　 ・ 団体職員　　

その他

・ 1 年以内　　 ・ 副業　　

・ 40 年などの具体数字

Q6, この仕事をはじめて何年目ですか？

Q5, 職業形態をお答えください。

1,715 件の回答

1,715 件の回答
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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？
　　　( 複数回答可 )  

1,715 件の回答

わからない 116(6.8%) 増加した 5(0.3%)

Q9, この仕事における収入にはどんな影響がありましたか？  　

1,715 件の回答

契約書がない、もしくは契約内容
に作品が中断した場合の決まりが

定められていない

Q10, 今困っていること、 不安に感じている事はなんですか？ ( 複数回答可 ) 

1,715 件の回答
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調査タイトル ： 新型コロナウイルス感染症による芸能 ・ 映像業界で働く

　　　　　　　　　スタッフ、 キャストへの影響実態調査

調査対象 : 映画をはじめとする芸能 ・ 映像業界で働くスタッフ ・ キャスト

調査手法 : インターネット調査 (Google フォーム )

調査期間 :２０２０年４月１９日～４月３０日

回答数 :１,７１５名

◆調査概要

備考 : クロス集計　Q3, 業界 ×Q5, 職業形態

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？ ( 複数回答可 ) 

1,715 件の回答

　 また、 自由記述欄には 715 件のコメントが寄せられ、 ・ 現状の金銭的な不安　　 ・ 早急な経済支援

・ 感染予防対策、 業務再開にむけてのガイドラインがほしい　  ・ 契約書が無いためにこのような不安

な状況になっている  というような内容が多く見られました。 早急かつ継続的な金銭支援だけでなく、

コロナウイルス感染予防についての情報提供やガイドラインなど、 非金銭的な支援を求めている事が

わかりました。 今回のコロナウイルスの影響としては経済面での影響が多大なものとなっていますが、

これにより契約書の取り交わしや、 現場の衛生管理など、 コロナ流行以前から各業界、 現場で働く

人が抱えている問題が浮き彫りになったと言えます。
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NPO 法人映画業界で働く女性を守る会　swfi( スウフィ ) は、 「映画業界を子供を育てながら働ける業界にしたい」

「映画をつくるたのしさを実感でき、 入りたい、 続けたいと思える業界にしたい」 という想いから生まれました。

労働環境、 賃金、 セクハラ、 パワハラ。 他の職業と同じく、 私達の業界も沢山の課題を抱えています。 大半がフリー

ランスのスタッフで成り立っているこの業界では、 相談窓口や補償制度などがありません。 これらは女性だけではなく男性

にとっても問題です。 しかし、 今現在、 子供ができた事により業界を去っていくのはほぼ女性です。 業界に残ったとしても

今までのようには働けず、 キャリアを活かせない、 賃金を値切られる。 そんな経験をするのも、 女性が大半です。 女性

スタッフが安心して働き、 安心して産休育休を取れるようになれば、 労働環境が改善されれば、 女性だけはなくあらゆる

スタッフ、 キャストの環境がよくなると考えます。 私達は、 まず女性が抱える悩みや問題点をみんなで共有しながら、 労

働環境の改善を目指し、 芸能 ・ 映像業界で働く全員が安心して働けるようになることを目標にしています。

WEB サイトでの相談窓口の設置、 DL して利用できる業務委託契約書の雛形の配布を行っています。 また現場で働くひと

の意見を集めるアンケートや、 座談会や講演など啓発活動などを行っていきます。

・ 団体名 ： 特定非営利活動法人映画業界で働く女性を守る会

　　　　　　　Support for Women in the Film Industry.(swfi)

・ URL ： 　https://swfi-jp.org/

・ 代表理事 ： SAORI

・ 設立日 ： 2020 年 1 月 8 日

・ お問い合わせ :　info@swfi-jp.org

◆主催団体概要

◆調査報告書および政府への要望書の全文こちらからダウンロードできます。

https://swfi-jp.org/posts/questionnaire/corona-virus-questionnaire-results/

（１） 創作活動再開にむけたガイドライン作成のため、 現場担当者と専門家が協議できるようにしてく

ださい。

（２） 契約書の取り交わしに関して、 実効性のある支援制度を設けてください。

［必要と思われる支援策］

・ 契約書の取り交わしを義務化する制度

・ 行政から発注元へのより実効性のある要請、 指導

（３） 芸能 ・ 映像業界を支える人材の離職を防ぎ、 文化活動を守り維持できるよう、 個人また作品へ

の早急かつ継続的な金銭的支援をしてください。

［必要と思われる支援策］

・ 緊急事態宣言や自粛要請の期間延長を考慮した追加給付や新たな給付金の実施、 期間延長

・ 映像、 舞台、 公演など作品の活動支援として給付金の実施や補助金交付事業の拡充

（４） アフターコロナにおける人材保護のため、 労働基準法上の労働者概念の再定義を検討してくだ

さい。 また雇用類似の定義を早急に定め、 そのような働き方の者への保護を与える制度を設け周知

してください。

◆調査結果をふまえた政府への要望書概要

NPO 法人映画業界で働く女性を守る会は、 ２０２０年５月６日に、 安倍晋三内閣総理大臣および西村康

稔新型コロナウイルス対策担当大臣、 加藤勝信厚生労働大臣および厚生労働省大臣官房総務課、

梶山弘志経済産業大臣および経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課、 宮田亮平文化庁長官

および文化庁参事官 （芸術文化担当） の皆さま宛の要望書を各府省庁へ提出いたしました。 下記は、

その概要となります。

芸能 ・ 映像業界における新型コロナウイルス影響下での支援に関する要望書
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