
芸能従事者 実態調査 vol.１ 〜 ⾳楽編〜

調査期間： ２０２１年 ４⽉１９⽇〜５⽉５⽇

調査対象： ⾳楽家 ⾳楽関係従事者

回答数 ： ３１８回答

調査⽅法：

調査主体： 全国芸能従事者労災保険
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２-４. 更⾐室に関して困ったことがあればお書きください①
63 件の回答

1. ドラマ撮影現場で、⾐装を着替えるとき、男性がいる場で着替えさ
せられた.

2. 男性が⽬の前で着替えるのは正直気持ちが悪いし、トイレで着替え
るのは服の置き場がなくて着替えづらい

3. 最初からない環境と分かってたので問題ない
4. 狭い
5. ⼀つしかない、男⼥共⽤
6. 主に異性に不快な思いをさせないために遠いトイレや隠れられる場
所を探すのに苦労した

7. 男性なのでトイレでなんとかしてる。
8. 施錠できない部屋しかないことがある
9. 異性と⼀緒であった。
10.ドレスに対して狭過ぎた。
11.ないところも多いですし、狭い、汚い場所で困ります。
12.エレベーターの前で着替えさせられたことがあります。エレベー
ターが開いて男性が出てくるので、困ります。

13.男⼥別にされておらず、ドレスに着替えなくてはならず、仕⽅なく
その場で隠れながら着替えた
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２-４. 更⾐室に関して困ったことがあればお書きください②
63 件の回答

1. トイレで着替えた。または、着替えないようにしたため、汗だくになって
しまった。

2. ⼟⾜のままであることがある
3. 客席の隅に布で仕切りを作ってもらった
4. ドレス指定の現場なのにトイレしか着替えるところがなく裾の⻑いものは
汚れるのでトイレ等は勘弁してほしい。

5. プライバシー皆無
6. 裸⾜に慣れないくらい床が汚い
7. ⼈数に対して狭い更⾐室が多い
8. ⾐装に着替えることが難しい、鏡等もなくステージに上がる前に確認もで
きない

9. とても狭い物置⼩屋や、男⼥兼⽤の⼩さな部屋を更⾐室にされたことがあ
るが、⾼価なドレスが⾐装なので⼤変だった。

10.貴重品の管理
11.⼈の⾝体はプライバシーであることを当たり前に思って欲しい。男性だか
ら⾒られて平気という概念は間違っている

12.トイレで着替える場合がほとんどで、衛⽣的にトイレ内で⾐装などの置き
場に困る。また、店内に⼀つしかない場合、出演者が⽀度で⼀定時間使⽤
するのはトイレを使いたい⽅のご迷惑にもなるし憚られる。
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３-４.トイレで困った事があればお書き下さい①
54 件の回答

1. トイレに⾏く暇がない
2. 専⽤のトイレがないと探さなくてはならないので困ります。
3. トイレが遠く、休憩時間だけでは時間が⾜りず仕事時間に遅れるのでトイレ
に⾏かず我慢していた

4. ⾐装の着脱のしにくさからトイレにあまり⾏かないようにして本番中に⾜が
つる。ということが何度があります。

5. 多機能トイレの充実、野外公演での確保
6. 楽屋などにあれば、すごく助かります
7. ライブハウスに出演者・スタッフ⽤のトイレがないと困る。本番直前にお客
さんとトイレで顔を合わせるのは気まずいし、よくない。

8. 数が少ないと⼥性の場合、並んだりするので困ってしまいます。⼥性はトイ
レの時間も⻑いので…

9. お客様⽤のトイレが使⽤禁⽌で、外の汚いトイレでした。
10.古いコンサートホールで楽屋にトイレが１つしかなくて本番の休憩でお客さ
んのトイレにお客さんと⼀緒に並ぶという状況は多々あります。休憩が終
わってしまうのではと焦ります。⾐装を着ているのに恥ずかしいです。
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３-４.トイレで困った事があればお書き下さい②
54 件の回答

1. お客様とかち合う ⾐装やドレスを着替えて準備しなおしたり
2. 流れにくいトイレやトイレットペーパーがないなど
3. ⾐装のまま公共のトイレまで⾏かなくては⾏けなく、距離があった
4. ⼤きな会場の割に、トイレの個室の個数が少なすぎることがある。
5. 観客⽤と演者⽤のトイレが⼀緒で、休憩中に⾏けなかった。
6. ⼀度⾐装を着てしまったら、終わるまで脱げないことは多々ある
7. 数が少なくて混み合ったこと
8. 出演者専⽤のトイレが無いと混んでて演奏時間に間に合わないかハラハ
ラする事がある

9. 中⾼部の最上階の課外レッスン室で、トイレが遠く、当時は便座も温ま
らなかった為、トイレを我慢された先⽣が何⼈も膀胱炎にかかった（⾃
分も含めて）。

10.⼥性専⽤がない
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４-３.仕事の現場の⾷事について思うことをお書き下さい①
81 件の回答

1. ゲネ後の昼⾷休憩40分とかだと着替えて楽器⽤意したら終わってしま
う

2. 基本的に⾷事の時間が考慮されていない。
3. このご時世なので狭いところで1⼈ずつなどと規制されると⾷べられ
ないことがある

4. ⾷べるところがないので、外で⾷べろと⾔われたことがある
5. 椅⼦と机はもとより⾷べる場所すら与えられないことがある。当⽇ご
飯の時間になってから「お弁当の⽤意ありません」て⾔われのはせめ
て前⽇に⾔ってほしいと思う。あとは⾷べる時間すら与えられず⼈と
思われてないのかな？てなります。

6. ⾷事をする場所があっても机が無い事が多い。
7. アレルギーなど考慮されていない
8. ⾷事の⽀給がある、なし、おおよその時間などを、事前に知らせても
らえると助かる。

〜 全国芸能従事者労災保険センター〜 16



４-３.仕事の現場の⾷事について思うことをお書き下さい②
81 件の回答

1. ウォーターサーバー等で飲み物が常に飲めると、買いに⾏かなくて
済むので有り難い。

2. 持ち込み禁⽌で楽屋がない場合とても困る
3. 落ち着いて⼀時間は休みたい
4. アシスタントのうちはとにかく早く⾷べて作業に戻らなければいけ
ない。また17時間以上働いてるのにご飯が出ないこともある。

5. 現場で⾷事が出る事は稀。
6. 休憩が定時で取れることは少ない
7. ⾷事をもらえないことがほとんど。ひとつのパンを共演者と分けて
⾷べて空腹をしのいだこともある。

8. ⼭奥での仕事などは⼤変
9. お客様の⼊りで 変わるところがありました。
10.そもそも⾷事が出る現場が減った
11.⾷事がない場合もしばしばあり
12.現場によってはながらで⾷べることがある
13.健康的安全的なタイムスケジュールにして欲しい脂ぎった弁当は勘
弁してほしい
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４-３.仕事の現場の⾷事について思うことをお書き下さい③
81 件の回答

1. まわりに何もなければ⾷べないときもある
2. 簡易的でコストを抑えているので、揚げ物や炭⽔化物、⾁が多い
3. ⾷事休憩の明⽰がなく準備に困ることが多い
4. ⾷事の時間が何分間に設定されているか知らされず、休憩中買いに⾏こう
と思ったが、40分程と急にアナウンスされ、買いに⾏く時間がなかった。

5. きっちり休憩時間を取りたい。
6. コロナ禍で「楽屋飲⾷不可」と⾔われ、朝から夜までの現場だったため⾷
事場所に困ったことがあった。

7. 本番当⽇のステリハは⻑引くことも多く、⼗分に⾷事の時間を取れないま
ま舞台に上がることがあるため不規則です。またお弁当を⽀給されるだけ
有り難いと考えている同僚も多く、本番前に冷たいものを⾷べたくないと
なかなか⾔い出せない状況です。

8. ⾷事する場所がない
9. ⾷事はアーティストのコンディション、パフォーマンスに直結するので、
依頼主や製作者は配慮してほしい。

10.レッスン室での飲⾷は禁⽌とされている所が多いが、我慢すると体に悪い
ので、こっそりレッスン室で隠れて⾷べている。
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９-３. どんな事故・ケガでしたか？①
（いつ、通勤中か現場か、誰が、どこで、どのような、わかる範囲で）

81 件の回答

1. 楽器搬⼊中の事故が⼀番よくききます
2. 台⾵の⽇ホテルまで戻ろうと駐⾞場へ⾞を取りに⾏ってくれた現場チー
フが⾵で吹き⾶ばされ膝を強打して救急⾞で搬送された。

3. 現場で、⾃⾝が、オーケストラピットの⼊⼝が暗かったため踏み外して
転倒した。

4. 後ろからの追突、機材⾞にて
5. 合唱台を組んでいるときに指を挟んで数週間使えなかった
6. たくさんあるのでわからない
7. 舞台ハケクチで役者がぶつかって楽器が倒れてきた。楽器を守るために
⽌めたことによる⾻折。

8. ⾃分が、急ぎの仕事で階段を急いで降りたら落ちて捻挫
9. テレビの収録中に、クレーンのカメラの重りが頭にぶつかって2〜3針
縫った。

10.⾃分です。徹夜して本番をした帰りにあまりにも疲れていて家の前で⾞
で塀にぶつかった。体は⼤丈夫で物損事故です。
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９-３. どんな事故・ケガでしたか？②
（いつ、通勤中か現場か、誰が、どこで、どのような、わかる範囲で）

81 件の回答

1. ⼸が折れた時は、私の不注意、転んだのも⾃分が⾛ったから転んだ
ので、誰かに請求する事態ではありませんでした。

2. 舞台から転落により背⾻の圧迫⾻折
3. 搬⼊中に怪我をした。
4. 通勤中、睡眠不⾜による追突事故を起こした
5. 舞台から瞬間に消える為に照明が切れた所で⾶び降りた。約1.5mの
⾼さ。下には体育館マット⼀枚で⾜の指を内出⾎。

6. 同僚が倒れてきた資材で頭を強打
7. トラックから荷下ろし中に物が落ちてヘルメットをしていなかった
ので頭を切った

8. 公演本番中、舞台上で捻挫
9. 帰り道⾞に轢かれた
10.⼤荷物が原因の転倒
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９-３. どんな事故・ケガでしたか？③
（いつ、通勤中か現場か、誰が、どこで、どのような、わかる範囲で）

81 件の回答

1. 現場まで楽器搬送中に追突された
2. 稽古中のスタッフの確認ミスによる舞台装置作動
3. オペラ公演の本番中に⾜⾸を捻挫。
4. 舞台⼩道具で⼿を切る等
5. 現場で、ふくらはぎの腱を切った
6. 職場の最寄駅にて脳貧⾎による意識消失での転倒
7. 舞台にあがる階段で楽器を持って降りる時に踏み外し⾜の⼩指⾻折
（同僚の演奏家）

8. 本番中、舞台から客席に降りる段取りの際、⾐装のヒールが階段の縁
に引っかかり落ちて、左⾜前⼗字靭帯断裂

9. 現場 来場者危険⾏為の制⽌のため客席内で階段落ち
10.⽂化庁学校公演事業での体育館仕込みの最中。⾜に重い物を落とした
ことによる打撲/原因不明の裂傷など。擦り傷切り傷打撲など細かい
怪我は数しれず。

11.通勤中、階段から転落
12. 舞台セットの階段を踏み外し捻挫
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９-５. 仕事の現場での事故の原因はなんだと思いますか①
85 件の回答

1. 予算削減のため会場を押さえることを短縮した結果、⼗分な稽古がで
きていない

2. ⾃分の不注意もあるが、説明不⾜も少なくない。舞台装置などの可動
域の周知不⾜

3. 制作サイドの指⽰で、専⾨外の作業を実施したこと。
4. 寝不⾜と過労によるもの
5. 休みの⽇がなく週6で10〜22時拘束など⻑時間労働
6. ステージ裏のスペースが狭く、過密な状況におかれること
7. 現場管理不⾜。演奏者に責任を丸投げしている
8. 舞台⾯の説明不⾜、実際の舞台での稽古不⾜
9. 安全な場所の確保、使う機材等への理解、現場にいる⼈全ての安全へ
の共通認識

10.安全対策及び教育
11.過労働
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９-５. 仕事の現場での事故の原因はなんだと思いますか②
85 件の回答

1. ⾜場が悪いこと
2. 責任者の無責任さ
3. 指⽰不⾜
4. 対策の⽋如
5. 急かされたこと、死にたいと思っていたこと
6. 全性が軽視されているからだと思います。
7. 経営優先主義
8. 無理なスケジュール、⼈⼿不⾜
9. 安全検証を⾏わない（⾏えない）タイムスケジュールで進⾏し
ていること、誰もがまあ⼤丈夫だろうという希望的観測で動い
ていること

10.動線や危険箇所、機材の扱いなどの周知の弱さ
11.環境整備の不⼗分さ
12.密なスケジュール
13.寝不⾜、疲れ、精神的疲労
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９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください①

65 件の回答

1. 1回の仕事に対してギャランティが低すぎる。練習している時間や物
量が加味されていない。交通費も⾜りておらず、仕事分からも減る形
になる。ギャラの⾼い仕事は取り合いとなり、ハラスメントが多くな
る。ギャラの低い仕事は対応や効率が悪く、演者の健康被害や精神疾
患に繋がっている。

2. 可能な限りの予算の中で気を遣ってくれる親切な団体運営なども勿論
いるが、予算が⾜りなくて詫びられる事すらある為、縦割りのコネで
はなくそういった善良な運営を⾒極め、効果が⾳楽家に降りてくる様
な対象に補助がちゃんと回るべきだと思う。

3. 雇う⽅も雇われる⽅もフェアな環境
4. 報酬やスタッフの増員など⾦銭的な負担。
5. フリーランスなので「体調管理も仕事のうち」でありながら「仕事を
しないと変わりはいくらでもいる」「仕事が無くなる」恐怖があり、
ここ数年はまともに寝られず、

6. よく怪我をしてしまいます。
7. その上ファンの⽅の容姿ディスに悩んで無理なダイエットをし 1年ほ
ど⽿鳴りや原因不明の爛れ、⾷事の恐怖など精神が整いません。

8. 全て⾃⼰責任ですが上⼿く⾏きません。
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９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください②

65 件の回答

1. 「今までそうだったから仕⽅ない、変える必要がない、どうせ変わ
らない」とか⾔わず本気でみんなが幸せに健康に⽣きることを考え
るといいんじゃないかなあ、て。

2. 仕事柄 照明が明るい現場が少ない。仕⽅がないところではある。
3. 出来ないことを出来ないと⾔える雰囲気があって、怪我をした時も
⾔い出せる雰囲気があればよかった

4. 時間のしわ寄せが末端に来ていると感じる。
5. しっかりと仕込みバラシの時間をとりギャラをあげる
6. 報連相を緻密にすること。雑な現場が多い。別部⾨同⼠の連携も取
れていないことが多い。

7. 演者の意⾒や要望を取り⼊れてほしい
8. 前もって準備しているもの、せざるを得ないものに対しても⾦銭の
補償をすべき（⾏なっているところもあるが）

9. 現場に⼊る前の安全休憩を取れるようにする、賃⾦を上げて⻑時間
働かなくても⽣きられるようになる
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９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください③

65 件の回答

1. 私は基本ゲストで参加することがほとんどなので、気になる
ことはさほどないですが、出演をするにあたり書⾯による契
約や説明がないことがあるので、そういった⾯に対して指導
や勉強会が主催者に対してあるとよいなと思います。事故や
ケガは遅くまで飲んだりしているオケの⼈とかできいたりし
ますが、そのあたりは⾃⼰管理の問題だと思ってます。

2. 芸能業として安衛法上の特定事業にする
3. 「好きなことで働いている以上無理をしてでも働く」という
発⾔をしない。その発⾔⾃体が周りへの強要に繋がることが
ある。

4. 私達⾳楽関係者を低く⾒ないで欲しいです。(収⼊が低いだろ
うとか)

5. 専⾨職であることを認め、適正な対価が⽀払われることが理
解される世間になると嬉しい。このままでは国内で活動する
ことを⽬指す者も減り、将来的に⽂化⾯の質が低下するので
はないかと危惧する。
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９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください④

65 件の回答

1. 男性中⼼社会、悪ノリ、⾛らなければ急いでるアピールにならない、
急いでるアピールをしなきゃいけない圧⼒感

2. 互いに声を掛け合う
3. 協⼒、分担、確認
4. 公演数があれば⾃然と良くなる。
5. 労働体制など保険で賄える範疇を広げること
6. 賃⾦や予算の改善（基本⼿には上昇させること）、後援や協賛、芸術
⽀援団体の拡充など

7. 専⾨家によるチームが必要
8. 予算ギリギリでやっていたので余裕が欲しかった。出演者に多額のチ
ケットノルマを負担させていたのも不満だった。

9. とにかく時間の余裕が無い、⻑時間拘束
10.各セクションでのコミュケーション
11.事前にギャランティがある程度わかるように、最低でも○円は⽀払い
ます。いついつまでに⽀払います。というような契約書のようなもの
が欲しい。

12.やはり予算ですね。余裕の有る予算、、
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９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください⑤

65 件の回答

1. 制作、主催側が実演者への尊重、待遇をまっとうにする
2. 私はオペラ業界ですが、事故や怪我に関しては舞台関係の⼤⼿事務所
所属の舞台スタッフ以外、フリーランスのスタッフなどは共通した
しっかりした研修が受けられる環境があれば良いと思う。(歌⼿も参
加可能が望ましい)

3. 舞台裏など暗い所では、簡易照明を付けるなど現場の配慮を感じられ
ると嬉しい

4. お互いに綿密な打ち合わせが必要だと思います。こちらも当たり前に
思いすぎて伝え忘れることが多く、相⼿⽅も当⽇こちらからの要求を
聞き、予想だにしなかったという⾏き違いがよく起こります。あと、
未だに演奏関連の仕事では⼝約束が多く、書⾯がないと、演奏当⽇の
責任者、緊急連絡先、ギャランティなどが不明瞭なことが多いので、
例え1回限りの現場でも書⾯の契約があった⽅が安⼼します。

〜 全国芸能従事者労災保険センター〜 40



９-６. 現場の状況を良くするために、思うことがあれば
ご⾃由に書いてください⑥

65 件の回答

1. 無理な動きを強要させない
2. 無理を強いることのない制作環境があること
3. 現場の経験者に指⽰をあおぐ。個⼈的スキルを⾒ながら、それぞれベ
ターなパフォーマンスが出来るように配慮する。

4. 「経験」を振りかざして若⼿に低賃⾦で何でもやらせるのは、どの観
点から⾒てもメリットが無い。特に専⾨外の作業に従事させられるこ
とは重⼤な事故にも繋がる恐れがある。

5. しかし、多くの若⼿⾳楽家はフリーランスのため後ろ盾がなく、⾔わ
れたことはやらざるを得ない。こうした若⼿⾳楽家を救済する、或い
は後ろ盾となって守る枠組みがあったら、事故の抑制だけでなく、不
当な低賃⾦出演を押し付けられることも減らせると思われる。

6. 説明不⾜も少なくはない
7. 確認の基本徹底
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①自己負担金がないと
申請できないから

②申請のための事業を
する余裕がない
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⑤カードのリボ払いや
キャッシングを利用した

②アルバイトを探して
働いてる

③アルバイトを探したが
見つからない
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2.2%
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１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください①
165 件の回答

1. このままでは⽣きていけない事が伝わってないのか、伝わっていて無
視しているのかでだいぶ変わるが、既に多くの優秀な⽇本⼈が⾃分の
演奏を捨てていっているので、もう取り返しのつかない事になってい
ると思う。

2. 去年は⽂化関係者への助成⾦や⽀援⾦は多く⾒られたが、今年は減っ
ている。⽂化関係の若者への⽀援は⾒受けられるが、経験の多い年齢
層の⽀援が無いと、⽂化そのものか途絶えてしまうので、その層を⼿
厚く保護してほしい。経験を積み重ねている層の⽣活の保障がきちん
としていれば、若者も⾃然とついてくるものだと思う。

3. 芸能従事者への⽀援を考えてほしい
4. 厳しい制約で不正が無いようにお⾦を配ろうとしてるのはわかるが、
それでは間に合わないことが多くあると思います。

5. ⾳楽を趣味の延⻑だと捉えている政治家が多い。⼀旦専⾨家がいなく
なればどれだけの費⽤や努⼒時間をかけて育てていかなければならな
いかを全くわかっていない。

6. 助成⾦などの審査が厳しいのか、前年の無収⼊(出産育児事由)によるの
か、審査がおりず⽣活に困窮しています。フリーランスではあります
が⾳楽事業以外もやっているのですが、そうすると申請できる⽀援が
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1. 仕事をしたくても、⼈を集める事がNGとされ何も出来ず収⼊が確保で
きない。経済を優先して欲しい。コロナで死ぬより困窮して死ぬ。

2. 仕事が決まったとしても⽇が近くなればやはりキャンセルで、、という
事案が多く⾮常に困っております。実際受ける予定だった仕事が先延ば
しになり年度末にずれ込み、公的⽀援⾦の条件に当てはまらず⽀援を受
けれない状況もあります。公的機関の皆様も⾊々と⼤変だと思います。
このご時世お体⼤事になさってお過ごしください。

3. ちゃんと補償してください。
4. ⾃粛をお願いという曖昧な⾔葉を使わず、要請、命令なので有れば、少
なくとも⾦銭的負担は保証すべきである。

5. 持続化給付⾦や⽂化継続の補助⾦は正直とてもありがたかったです。し
かし⼤なり⼩なり企業相⼿に公演事業を主に⽣業としているものからす
ると新規の仕事が激減していて⾟い。コロナ以前は⼤御所や有名どころ
の代打の仕事もあったりと仕事には困らなかったが、コロナ禍になった
今では公演の数が減っており少な過ぎる椅⼦を⼀部の⼈間だけが座れる
状況になっていると思う。（そんな中でも⾃分も公演、レコーディング
と仕事を継続的にもらっているのでなんとも⾔い難いですが）

6. 難しい申請⽅法などで⾨前払いしようとせずに簡単なフォームで早く振
込をしてほしいです。

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください②
165 件の回答

〜 全国芸能従事者労災保険センター〜 54



1. ⾳楽家はもともと家庭が豊かな場合があり、⽀援に⽬を向ける意識が少
ない。⽀援は⽂化を作る上で必須であり、⾃らが⽂化を担っている意識
を持ち、様々な情報に⽿を傾ける必要がある。またどういった⽀援が必
要かどうか、現場の声が反映されていないことが多い。上記の理由で、
⾳楽家の声を届けることが難しい状況ではあるが、意⾒提出の場をより
多く設けるべきである。

2. スピードが遅すぎる
3. 給付スピードが遅すぎる
4. ⾔っても無駄
5. 持続化給付⾦の申請が通らなかったことが不服である。⾦が無く⾃殺に
追い込まれるならば死ぬ直前まで許せない気持ちを持ったままだと思う。

6. これまでに、コロナ禍における芸術への補償制度を利⽤してとても助か
りました。しかし、⼀時的なものですぐに底をつきます。また、フリー
ランスにも社会保障を⼿厚くしていただきたいです。産休や育休、職場
復帰など、充実した⼿当があるととても活動しやすいです。

7. フリーで⽂化に関わる仕事の⼈への継続的な⽀援
8. イベント⾃粛要請に伴い、⼀時⽀援⾦を。

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください③
165 件の回答
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1. 困っている⾳楽家への補償、給付をして欲しいです。このままでは⾳
楽家が減り、⽇本から⾳楽が消えてしまいます。奨学⾦制度は、コン
クール等の実績がある⼈、本当はお⾦に困っていない⼈がもらってい
るパターンが多いように思います。⾊々な⾓度から判断して欲しいと
思います。お願いします。

2. 補償もないのに休業などの要請ばかりしている状態が1年以上続いて
いるのは何故なのか問いたい

3. 補助⾦申請をもっと簡単に出来るようにして欲しい。⽂化庁の時は申
請に時間を取られ、仕事で演奏しなくてはいけない曲の練習時間が
減ってしまった。結果を出さなくてはいけない仕事に影響が出ます。

4. ⽂化芸術を蔑ろにされていると感じることが多い。
5. 住宅確保給付⾦や⽣活保護などを申請しようとした際にフリーランス
は本来受けられないのを国が⾔ったから受けなきゃいけないなどと役
所で⾔われ、セーフティネットすら受ける資格が無いのかと思い⽣き
るのが⾟いです。国の施策はどこを向いて考えているのか分からない
ことが多いと感じています。

6. フリーランスだと助成⾦が使いづらい
7. 損害補償⾦を出してください。

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください④
165 件の回答
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1. 予算配分の⾒直しをお願いしたい。
2. ボーカルのプロ仕事を理解して欲しい
3. 「不要不急」という⾔われ⽅は、「⽣きていなくて良い」と⾔われてい
る様でした。無観客なら良い、という施策も全くお⾨違いです。芸術は
受け取る⼈がいて成り⽴ちます。観客が舞台をつくります。

4. ⼤⼈しく座ってコンサートを聴いて下さっているお客様にはマスクをさ
せないでいただきたい。客席を埋めさせて欲しい。イベントしても収益
が上がらないので。

5. 医療崩壊による不安を無くして欲しい
6. 演奏依頼キャンセル時の費⽤が原則0であることに不満を感じています。
演奏者も公演にかかる準備や練習等にお⾦をかけているにもかかわらず、
コロナで仕⽅がないとはいえやるせないなぁと感じることが増えました。
⽂化的活動においての価値や捉え⽅が少しでも良い⽅向に変わっていく
ことを願っています。

7. 助けてください。このままでは⼀家⼼中です。どんなに有名なアーティ
ストと仕事をしてても、そもそもコンサートが無いのでもう無理。去年
の10万円の特別給付⾦有難かった。助けて。⼦供がかわいそう。

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください⑤
165 件の回答
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1. 飲⾷店ばかり、⽀援⾦が配られている状況が厳しい。メディアが騒ぐだけ
で、私たちイベント業も⼤打撃です。⼀時⽀援⾦も1⽉から3⽉が対象⽉に
なっていますが、むしろ2021年4⽉以降の状況が厳しいです。繰り返し繰
り返し緊急事態宣⾔、時短要請、⾃粛をお願いするのであれば、継続的な
⽀援⾦を毎⽉下さい。精神的に⾮常に厳しいです。

2. 本当に困っている⼈の元へ届く⽀援。⼼のケア
3. ⽂化庁の補助⾦など、⼤変良くしてもらっていると思っていますが、準備
を終えた公演の急な中⽌の要請は臨⽉の⼦供を堕胎するのと同じ事です。
育んだものを産まずに捨てられた死体の⼭が⾒えてらっしゃいますか？

4. ⼤学や⼤学院を出たばかりの新卒のフリーランスや、1.2年⽬のフリーラン
スは確定申告をまだしていないことがあります。そういったフリーランス
にもコロナの影響は降りかかり⽣活が困窮しています。確定申告による証
明を、今だけでも別のものでも証明できるよう考えてほしい。

5. フリーランスですが、給与形態が「給与」によるものが多く、持続化給付
⾦の対象外でした。

6. 先が⾒えず、苦しさでいっぱいです。
7. ⼿続きが分かりにくい。問い合わせても素⼈対応に困惑

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください⑥
165 件の回答
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1. これ以上無理
2. ⾳楽や芸術、舞台など⽣活に必要では無いものとみなされるのは、本当
に精神的につらい。好きなことをしてお⾦をもらっているのは確かだが、
エンターテイメントも⽣活には必要だと思う。

3. これだけ⾃粛を要請するのなら、もっと補助をしっかりしてもらわなけ
れば⽣きていけなくなる！

4. 信じて⾃粛をしているのに、結果が出ず、同じことを繰り返しているよ
うに思う。

5. フリーランスでも負担なく助成を受けられる様にしてほしい
6. もっと給付⾦や根本的な賃上げを含む資⾦援助をしてください
7. ドイツのように、毎⽉の家賃まで⽀給して欲しい。
8. とにかく⽣活がギリギリ。今はなんとか⾷費を切り詰めたりしてやりく
りしているが、フリーランスは保証が全くないので本当に⾟い。

9. ホールなどのハード⾯だけでなくソフト⾯である⽇本のクラシック⾳楽
団体に公的資⾦を投⼊して演者にノルマを課さないシステムになって
いって欲しい。⽇本のオペラの礎を築いたのは紛れもなく藤原歌劇団。
新国⽴劇場だけでなく古参の普及啓蒙団体をもっと助成してください。
灯が消えます。

10.使途の縛りの無い⽀援⾦を出して欲しい

１３. 公的⽀援や国に対しての思いを⾃由に書いてください⑦
165 件の回答
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全国芸能従事者労災保険センター
awj (Art Workers Japan)

設⽴⽇ 令和２年４⽉１⽇
所在地 東京都新宿区⻄新宿６-１２-３０
URL       https://geinourousai.org
理事⻑ 森崎めぐみ
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