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はじめに：本発表が「国外の事例」に言及しない理由
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• 東アジア諸国 (韓国・台湾) の対応やイギリスの包括的文化支援策 (Culture Recovery 
Fund) など、参照すべき国外事例はたくさんあるのだが… 

• 感染状況が刻々と変わる現段階では、そもそも「制度を追う」だけでも難しい 
• 芸術と国家の関係性はその国の歴史そのもの。額面だけで比較するのは難しい 
例：なぜドイツであれだけ早く直接給付が実現したか？ 
→Künstlersozialkasse (芸術家社会保障, KSK) というフリーランス芸術家向けの社会保
障システムが「平時に」構築されていたから 
• 日本は「個人番号」ではなく「戸籍」をベースとする住民管理が独自発展 
※羅芝賢 (2019)『番号を創る権力 日本における番号制度の成立と展開』東京大学出版会



平時 (コロナ以前) の文化助成と音楽
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• 文化庁の年度予算はおおむね1,000億円程度 (うち日本芸術文化振興会の予算は9%) 
• 日本芸術文化振興会は国立劇場、国立演芸場、国立文楽劇場などの運営主体

運用主体 およその助成額 (年度) 主な助成対象

芸術文化振興基金 日本芸術文化振興会 9億8千万円  (R2) クラシック、バレエ、舞台芸
術、伝統芸能、映画など

文化芸術振興費補助金 文化庁・日本文化振興会 64億5千万円 (R2) おおむね同上

国際交流基金 外務省 29億2千万円 (R1, 文化芸術
交流事業費) 各種コンサート、演劇など

クールジャパン政策 クールジャパン機構 
・経済産業省

500億円 (R1, メディア・コ
ンテンツの総額) 

海外向けコンテンツの提供会
社など



平時 (コロナ以前) の文化助成とポピュラー音楽
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ジャズへの助成や国際交流イベントなど「無かったわけではない」が、ほぼ皆無 
想定要因 

1. 商業面における「相対的」自律性 
2. 公的助成は「権威ある」芸術へと傾斜配分されやすい (Abbing 2002=2007: 

414) 
3. クールジャパン政策などにおける「ポピュラー音楽」への過小評価 (南田 

2019: 9) 
• 「日本の文化助成も、全体的にはポピュラー文化への助成を避けようとしているわ
けではないことがわかる。むしろ分からないのは、それでもなお、ポピュラー音楽
への助成という観点が出てこないということである」 (宮本 2008: 90-91) 

• 「クラシックが (舞台芸術が、伝統芸能が…) 予算を奪っている」という話ではない！



コロナ禍における助成政策概観：国主導のもの
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運用主体 種別 財源 金額 備考

特別定額給付金 総務省 給付 第1次補正予算 一律10万円 なし

持続化給付金 経済産業省・中小
企業省 給付 第1次・第2次補正

予算
 中小企業：上限200万 
個人事業主：上限100万 所得減少分

家賃支援給付金 経済産業省・中小
企業省 給付 第2次補正予算

法人：上限600万円 
個人事業主：上限300万円 賃料に応じる

雇用調整助成金 厚生労働省 経費補助 第1次・第2次補正
予算

1人1日につき1万5千円 
最大10割負担

休業手当の肩
代わり

文化芸術活動の継
続支援事業 文化庁 経費補助 第2次補正予算 20万円ないし150万円 

2/3ないし3/4負担 事業費の補助

J-RODlive補助金 経済産業省 経費補助 第1次・第2次補正
予算

1件あたり上限5000万円 
最大1/2負担

中止になった
公演の代替

※その他、各種融資制度、チケット寄付税制、JAPAN LIVE YELL projectなど



コロナ禍における助成政策概観：地方自治体のもの (一例)
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自治体 金額 概要・備考

アートにエールを！東京プロジェクト 東京都 1件あたり10万円 都が作品をアーティストに「発注」
する形式が特徴的

大阪府文化芸術活動（無観客ライブ配
信）支援事業補助金 大阪府 上限70万円 50名以上収容可能な施設における動

画制作・配信事業の経費補助

愛知県文化芸術活動応援金 愛知県 法人：20万円 
個人事業主：10万円

自治体が独自に用意した「文化振興
基金」が財源



助成制度の利用状況 (ポピュラー音楽の場合)
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出典：#SaveOurSpace 「全国のライブハウス／ミュージッククラブ（ライブバーやライブカフェ、DJバー等を含
む）を運営する事業者の方々へのアンケート」(http://save-our-space.org/survey-results/) 
調査期間：2020年7月29日～8月21日、総回答数433件、うち有効回答数410件
•

http://save-our-space.org/survey-results/


助成制度の利用状況 (演劇・舞台芸術の場合)
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出典：緊急事態舞台芸術ネットワーク「舞台芸術界における緊急アンケート (2020年秋)」 
(http://jpasn.net/cn1/2020-12-14.html) 
調査期間：2020年11月19日～30日 、調査団体196、うち有効回答数52団体 (主催団体41、スタッフ会社10、劇場1)  



「文化芸術活動の継続支援事業」とは
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• 第2次補正予算 (全額を新規国債発行によって調
達)、総額31.9兆円の一部。予算総額509億円。 

• 「音楽、演劇、映画、雅楽や能楽、歌舞伎など日本
の伝統芸能、漫談・漫才、サーカス、大道芸、DJ」
などの幅広い分野への助成。また、フリーランスの
アーティストも対象に 

• 7月末に募集を開始。当初は個人だけで10万人の申
請を見込んでいた 

• しかし、9月末の3次募集終了時点で申請件数は約
54000件 (中小企業・個人事業主の合算) 

• 全て採択されても総額で387億円しか使い切れない
ため、追加で第4次募集 (11/25～12/11) を実施



「文化芸術活動の継続支援事業」はなぜ不人気だったのか？
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1. 給付でなく「経費補助」である 
• 補助率は2/3ないし3/4 (うちコロナ対策費用は100%補助) →少なからず自己負担額が発生するため、
申請をためらう人が多かった 

• 情報不足も相まって「公演を行わなければいけない」と勘違いする人も (実際には必要なし) 
2. 個人で申請するには複雑すぎる支援スキーム (枠組み) 

• どう見ても企業向けのスキームを個人対象の助成制度に用いようとする矛盾 
• アマチュアやセミプロの人は「わざわざ申請する」モチベーションが湧きづらい 
• 前例のない危機への助成にも関わらず、テンプレ・採択例必須のフォーマット 
• そもそも「助成金の申請」は一種の特殊技能。未経験者にはハードルが高い 

3. 商慣習や産業構造とのミスマッチ 
• ポピュラー音楽のミュージシャンを束ねる職能 (中間) 団体の不在→そもそも情報が回ってこない/ 回っ
てきても周囲に相談相手がいない 

• 確認番号制度 (後述) という障壁。フリーランスのミュージシャンはどこに問い合わせれば？ 
• この業界は非正規雇用が圧倒的に多い。他に本業/副業を持っている方も多数。とっぱらい (ギャラ手渡
し) なども多く、確定申告を行っていない人が多い→けど、確認番号が無い場合は確定申告必須！



事前確認認定団体一覧 (７１団体・１１月３０日時点）
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• 文化庁から全国的な職能組織について事
前確認を行う統括団体として推薦された
もの 

• 第2次、第3次募集の頃はもっと少な
かった (第4次募集でポピュラー系NPO
が増加した。インディペンデント・レ
コード協会や日本ライブハウス協会など) 

• 申請以前にここでつまずく人が続出。確
認番号が無いと手続きが煩雑になるが、
アマチュア・セミプロの多くは職能団体
に所属していない 

• DJだと日本音楽家ユニオンぐらいしか
選択肢がなかったのでは？



なぜこんな制度設計に？：浮島とも子衆議院議員 (公明党) の証言

12https://www.youtube.com/watch?v=IGwrouGjuBc&t=6461s (1:45:38~)

「7/29 Webシンポジウム WeNeedCulture #この国は文化芸術を救えるのか」

https://www.youtube.com/watch?v=IGwrouGjuBc&t=6461s (1:45:38~)

「7/29 Webシンポジウム WeNeedCulture #この国は文化芸術を救えるのか」

https://www.youtube.com/watch?v=IGwrouGjuBc
https://www.youtube.com/watch?v=IGwrouGjuBc&t=6461s


仮説、および私的な見解
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仮説：コロナ以前におけるポピュラー音楽と国家間のチャンネル不在が、不合理な「折衷案」の形成につ
ながったのでは？ 

1. 平時においてポピュラー音楽への公的助成がごく僅かだったことは、ライブハウスやフリーラン
ス・アーティストのような小規模資本の事業主から「助成」の存在を意識の外に追いやった 

2. 同時に、文化庁側がポピュラー音楽産業の事業構造を正確に把握しない一因になった 
3. 本来国家と個人の仲介を果たすはずの職能団体が放置されることにも繋がった (この辺りはより詳

細な検討が必須) 
4. 上記の理由により、コロナ危機に際して「共助・公助」へのアクセスができない、現場の意見を

吸い上げて政治に反映させるために多大な労力を要するといった事態に陥った 

比較事例：美術の場合は、現場の声をもとに確認番号発行団体の一つである日本美術家連盟が非会員・
フリーランスへ門戸を開く判断を早期に行い、結果として申請がスムーズに進んだ (https://artscape.jp/
report/curator/10164668_1634.html)。



事例：ライブハウスとその職能団体 (業界4団体)
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• 音制連・音事協・ACPCら大資本が一早く超党派議連「新型コロナウィルスからライブ・エン
タテインメントを守る超党派議員の会」の設立を働きかけたのに対し、ライブハウス側は組織
を再編するところから始めなければならなかった 

• クラブカルチャーの場合はもう少し組織立って動けていた (という印象)  
• フリーランス・ミュージシャンの間でも同様の組織化があったかどうかは不明

設立年 代表 構成企業 備考

一般社団法人ライブハ
ウスコミッション 2016 近藤正司 スペースシャワー、ロ

フト、クアトロ等 成立のきっかけは風営法改正問題 (2015~)

日本ライブレストラン
協会 2020 井上順 六本木サテンドール、

ビルボードライブ等
旧・飲食を主体とするライブスペース運営協

議会
NPO法人 日本ライブ

ハウス協会 2006 椙江茂起 非公開 コロナ以前は休眠状態？ 確認番号発行も

日本音楽会場協会 2020 阿部健太郎 非公開 積極的な情報発信。ガイドライン策定にも
尽力



令和2年度・第三次補正予算案が閣議決定 (12月15日)
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• 総額19兆1761億円 
• 文化庁予算は551億円、うちコロナ対策費が370億円、そのうち直接支援額は250億円 
• 前年比8割減、5000億円減益 (ぴあ総研予測) のライブ市場を救うには全く不足



結論
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• 恐慌の際に財政支出を要求することは超重
要 (Stuckler&Basu 2013=2014) だが、
国を動かすためにはまとまった声が必要 

• 目の前の経済的・文化的な危機を乗り越
え、そして教訓を未来へ生かすために、
セーフティネットの再構築が急務 

• 政治と芸術との「適切な」関係性を築くた
めには何が必要か？ 何を学ぶべきか？
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