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俳優・声優の新型コロナウィルス感染症に係る

公的支援の手続きに関する実態調査アンケート 

集計期間： 2020年 4月 14日 16:00 ～ 4月 19日 15:00 

回答件数： １,０２０ 
 

Ｑ１．フリーランスの俳優・声優の世帯で収入減少・失業した方に「個人向け緊急小口

資金等の特例」（１５～２０万円を３ヶ月貸付）という生活支援がありますが、

ご存知ですか？ 

   996 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２．「持続化給付金」という、事業継続に困っているフリーランスや収入減少世帯に

対する給付金（返済不要）が、国会で審議されているのをご存じですか？ 

1010 件の回答 
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Ｑ２－２．「生活支援臨時給付金（仮称）」はご存知ですか？ 

1012 件の回答 

 

 

Ｑ３．上記２つの給付を受けるには、収入が減少したことを証明しなければなりません。

証明できそうですか？ 

1007 件の回答 

 

① 収入のわかる帳簿、または記録をつけているから出来そう 

② 銀行振込の記録があるので、出来そう 

③ ほとんど現金収入で記録がなく、出来なそう 

④ 銀行振込、現金収入など、様々なので、すべては証明出来ない 

⑤ 出来なそう 

◎ その他 

・通常出演料が 3～4ヵ月後に振り込まれるため、現在の状況での給付金を申

請するには事務所での 3・4 月 (5 月)分の仮明細書を先に発行をしてもら

わないといけないと思う。 

・証明は以下の理由で難しい。仕事に関しては事務所が一括管理しているた

め、「決まりそうで決まらなかった案件」「決まっていたが延期または中止

になった案件」をすべて事務所に問い合わせ、回答があれば証明可能かもし

れないが、事務所から明確な回答をいただけるかはわからない。 
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・毎月毎月収入が違うのに、証明になるのか？ 

・新たに 4 月から芝居の講師をする予定なのですが、休講になっています。

発生前より「減収」したわけではないので、対象になるのか、また証明でき

るか不明です。 

・出来るが今すぐではない 

・確定申告ではだめでしょうか？ 

・たまたまこの期間に俳優としての収入が元々なかったので、利用の予定はない。 

 

 

Ｑ４．前年の収入を証明する一つの書類に確定申告がありますが、昨年（2019年）確定

申告をしましたか、また、する予定はありますか？ 

1014 件の回答 

 

Ｑ４-２．昨年の収入がわかるものは保管していますか？（複数回答可） 

1011 件の回答 

 

① 昨年の収入のわかる帳簿、記録をつけている 

② 昨年の報酬の支払調書や源泉徴収票など、報酬がわかる資料を保管している 

③ 銀行振込なので、過去の通帳があ る 

④ 保管していない 
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Ｑ５．新型コロナウィルスの影響で、仕事がキャンセルになったことを証明できるもの

はありますか？ 

984 件の回答 

 

① 契約書や覚書、通知書など、キャンセルがわかる書類がある 

② メール、LINE、メッセンジャーなど、電子記録がある 

③ 電話、口頭のみで何もない 

◎ その他 

・スケジュールのキープが入る前に流れてしまった仕事は証明しようがなく

そう言った案件は多いと思うのだがそれは考慮されるのか？ 

・事務所にスケジュール調整を託しているため全く分からない 

・仕事は延期になってるものしか連絡が来てません。もしキャンセルになっ

ていてもわかりません。 

・劇団のマネージャーがやってくれているので、証明が出来るか自分ではわ

からない。 

・一部はメール等が残っているので証明できると思いますが、キープ段階だ

ったものやレギュラー以外の案件はかなり証明するのが難しいです。 

・事務所で管理している 

・レギュラー以外のキャンセルは分からないので、単発は計算が出来ない 

・スケジュールのキープを早い段階で事務所から全て知らされてるわけでは

ないため、キープの連絡がすでに来ていたもの以外どのくらいキャンセル

されてるか不明 

・スケジュール管理でバラシになった際その後消去された為確認ができない 

・事務所にキャンセルになった仕事のメールなどのやり取り画像をお願いし

ていますが、対応してもらえません。それがないとコロナの為にキャンセ

ル、延期になった証拠がありません。 

・コロナとは明記がない。 

・事務所に所属しているので、記録が事務所にあると思う 
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・メールや LINEで残っているものもあるが、ライブハウスとの予約受付は電

話だったのと、そのライブハウスがコロナの影響で閉店したしまい、もう何

も残っていない。 

・キャンセルは、知らない 

・事務所との業務委託で仕事を受けているので、仕事のキャンセルや減少を

把握できていない 

・事務所に来ている件数がそもそも減っており、元々仕事が多くないので仕

事が全くない 

・発注がないので受注記録の差でしか証明できない 

・通知書があるもの、ないものなど、仕事の依頼者によってまちまちです 

 

Ｑ６．４月の収入はどのぐらいになりそうですか？ 

1016 件の回答 

 

 

 

Ｑ７. ４月に入って、先々の新しい仕事の依頼はありますか？ 

1012 件の回答 
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Ｑ８．公的支援（融資・貸付・給付）の手続きを、ご自身で滞りなくできる自信があり

ますか？ 

1013 件の回答 

 

 

Ｑ８-２．自信がないと回答された方へ、どのような支援があれば申請できると思いま

すか？（複数回答可） 

807 件の回答 

 

① 申請方法に関する丁寧な説明書やホームページ 

② 申請について電話、メール等で相談できる窓口 

③ 自分には申請できそうもない 

◎ その他 
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Ｑ９．支援について、国に求めることを自由に書いてください。 

582 件の回答 

001. もっと額を増やしてほしい 

002. 制限をあれこれつけずに給付をしてほしい。 

003. 条件を箇条書きにせず、フローチャートなどでわかりやすくしてほしい。ま

た、売上の実際の振り込みのほとんどが稼働日から約 3ヶ月後になるので、実

際の収入が減るまで時間のラグがある。そこを、実際の収入の増減だけでな

く、申請時の取引の増減の状態も鑑みてほしい。 

004. バイトしながら仕事って人もいる。そして、仕事によっては、コロナ問題の前

に、オリンピック忖度で、既に仕事が激減してた業界もある。そういった業種

は、もう既に崖っぷち。各家庭に、家族規模鑑みた早急な支援を、何故出来な

いんでしょうか。例えば書類と、家族構成解る公的な書類で、申請済む等。収

入減ったからのとか、言ってるが、収入不安定な職種じゃ、証明し難い場合も

ある。税金を 100億の戦闘機 100機買ったり、他の国に支援する予算有って、

何故、無条件で、支給しようとしないのか。マイナンバーで、存在証明出来る

んだから、マイナンバー提示で支払えるとか、もっとシンプルに出し渋りな

い、現金支給を望みます。 

005. オンライン申請が可能で、わかりやすく、なるべく短期間で金銭的支援を受け

られる制度を希望します。 

006. ミニシアターや劇団などの興行主が非常に困ってます。興行を中止しても 150

万足らずでは、一月持つかぐらいなのでは。業界の自主的な互助活動や観客の

好意だけでは多少延命しても、その後は淘汰では路頭に迷う人間が続出するだ

けです。一時的にせよ雇用のためのプラットフォームを早期に立ち上げる、そ

うした取り組みに意欲的な人間や集まりを金銭面で手助け、もしくは音頭をと

って設立をバックアップしてくれたらと考えます 

007. 貸付について。返済していくには業界の仕事量が回復しなければならず、演劇

業界俳優業界がいまの自粛協力で回復不可能な状況になっていては、制度は無

意味。給付に力を注ぐべき。 

008. 感染拡大防止のための自粛なので、補償は当然求められると思います。政府が

文化芸術の大切さを言うなら、文化芸術を生業とする国民をその仕事の継続の

ために、しっかりサポートして欲しい。単に収入が減ったから、ではなく。 

009. スピード重視で 

010. どうかこの国から文化の火が消えないよう、終息後にはみんなが、不安無く

様々な文化を楽しみ、心を豊かにできるように、文化団体鑑賞団体施設、そこ

で働く全ての人に支援をお願いします。 

011. 現時点で収入が無くても、賃貸料は待ってくれません。その他、公共料金も 

012. 役者の仕事は、今月の収入ではなく、6月や 7月あたりの収入に響くので、そ

の辺りの理解をして、給付金制度に活かしてほしい。 

013. 早急な、返済不要の補償をお願いしたいです。 

014. これを機に俳優や芸術家も職業として認めて欲しい。普段から支援する体制を
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整えて下さい。個人事業主、フリーランスとかまるっとまとめないで欲しい。 

015. 真摯に声を聞いて下さい 

016. 生活困難が原因の自殺者が急激に増えることのないように、弱い人々を支援し

てほしい。 

017. 先ずは一律で現金が欲しい、調整や書類は確定申告でして欲しい。スピードが

遅すぎる。無収入で犯罪が増えないか、自分でも自制したい。 

018. 申請受付後、迅速な貸付、給付を願う 

019. もっと国民に寄り添った支援を！ 

020. 一律問答無用の給付を希望します。将来の無収入気に備えて。 

021. 簡易な申請で受け取れる給付金 

022. とにかく簡単に給付できる制度を‼︎ 

023. 世帯主は父です。父も収入が減っております。少なくても結構ですから、個別

支給をお願いいたします、 

024. 芸術表現は、社会にとって必要な活動である事をご理解頂きたいです。 

025. 無条件一律配布 

026. 支援の制度を沢山作って頂けたのはとてもありがたい事です。でも複雑化して

しまい、窓口も複数に別れてしまっていてわかりにくい。手続きの簡略化と、

相談窓口をまとめて欲しい。 

027. エンターテイメントビジネスは口頭契約が多すぎます。これを制度で変えて欲

しい。 

028. 世帯人数×20 万円支給していただきたい。 

029. 世帯主が半減した場合の給付ばかりで、妻である私の収入がゼロになっている

のに給付金が貰えない場合が多くとても困っています。経費や先行投資したお

金は戻ってこず、収入がゼロではなく赤字なのです。世帯事に見るのではなく

個人で補償して頂けないと保障の意味が無いです。どうか宜しくお願い致します。 

030. 国民 1人 1人にマイナンバー、もしくは個人番号があるのになぜそれを活用し

ないのか？確定申告した国民のナンバーを見れば年収等がわかるはずなのに、

支援の申請書類を複雑化する意図がわからない。もっと簡略化出来るのではな

いでしょうか？時代について来れる大臣議員、官僚を的確に選ぶべきだと思い

ます。 

031. もともと毎月の収入が一定ではないことに加え、俳優に依頼される前の企画段

階から仕事の数が減っていると思われ、損害の額や収入減少の証明が困難で

す。その辺りを考慮していただき、迅速に、わかりやすい形で、新形コロナウ

イルスの影響を受けた者全てに、適切な支援が行き渡ることを望みます。 

032. とにかく現金を頂かないと家賃も払えません。 

033. 支援については以下のことを求めます。すべての演劇人（俳優、スタッフ）の

休業補償をひとりあたり 20万円、あるいは休業補償として前年比 70%の支給を

早急に要望します。母体となる劇団の公演中止により発生する負債経費の全額

引き取り（肩代わり）を要望します。会場費の全額またはキャンセル代、俳優

音響照明舞台監督脚本演出演出助手 美術大道具などスタッフ人件費や経費も含
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まれす。また今回のことで、国の文化に対する考え方がより明確になったと思

っています。今後の文化予算の増額、政策の見直し、職業としての認知を要望

します。 

034. 収入が減ったことを証明するのが難しい。月では比べられないし、この先（8

月など）も仕事が無くなっていってるので不安は続く。個人事業主として申請

してないフリーランも制度に該当するのか心配。 

035. より解りやすい方法での申込みとより迅速な給付金を望みます。 

036. 支援の必要があると思ってないですよね 

037. 証明出来ると思えないので一括支援して欲しい 

038. 細かくわけずに、平等に保証して欲しい。自粛を要請しているわりに保証がさ

れなさ過ぎる。馬鹿にしているとしか思えない。 

039. とにかく迅速に、手厚くお願いしたい。緊急事態なのですから。友達に会えな

いのが辛いのではない。来月の家賃が払えないのが辛いのです。ことはもっと

深刻です。光熱費を免除とかもいいと思う。 

040. 拡散防止に協力している為に仕事が休止しているので、拡散防止協力金とし

て、最低限の金額でもいいので、一律に配って欲しい。 

041. 現金支援が難しければ、家賃等生活に関する事が厳しいので家賃や光熱費をい

くらか免除してもらえると助かります。 

042. 俳優、声優、音楽家などの業界についてもっとしっかり深く理解し、きちんと

手を差し伸べて欲しいです。速い、広い、やさしい支援を求めます。 

043. とにかく対策が遅い。1ヶ月以内に一律給付を 

044. 大きな金額出なくても良いから支援をしてくれる事で私たちは棄民では無いこ

とを証明して欲しい 

045. まずは無制限の一律給付金を職業ごとの支援はそれからで 

046. この状況を乗り切るための資金を 困っている方、家族がいる方に 滞りなく給

付していただかないと 生活が出来ません。早急に 現金の支給をお願い申し上

げます。 

047. 迅速な現金支援をお願いします。今月の家賃から滞納しそうです。昨年劇団の

精算があり、貯金もありません。 

048. 6、7月に公演予定の芝居も中止が決定しました。仕事したいのに出来ず、収入

予定も無くなりました。先の公演予定もどうなるかわからず、無収入の状態が

続くことを考えると不安です。一日も早く、本来あるべき収入の補償を現金で

お願いしたいです。一括 10〜30万だけでは本来あるべき収入の補償にはなりま

せん。家賃の補助か補償も必要です。 

049. さまざまなフリーランスの形態を勉強してから発言してください。 

050. 他国のような 素早い支援を求めます。 

051. 社会保障をベーシックインカムへ切り替え 

052. 国はこれまでアニメを「クールジャパン」の代表としてアピールしてきまし

た。その担い手である声優の仕事環境は「密室」「密接」「密集」の「三つの

密」そのものです。そのためクライアントも事務所も自粛し、仕事はゼロの状
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態です。今後もアニメを日本を代表する文化であり、商品としてアピールする

ためには、ぜひ私たちの生活を補償していただきたい。 

053. 支援(支給)対象範囲の拡大支援(支給)条件の緩和支援(支給)手続きの簡素化支

援(支給)の迅速化 

054. 一刻も早くの補償策をお願いしたい。 

055. 少なくとも固定費を払えるくらいの保証金や期限を延期にして欲しい 

056. なるべく、分かりやすい申請方法の解説をしていただきたいです 

057. 芸術、文化の地位向上 

058. 収入が減ったことを証明する書類、というものが俳優声優には用意しづらい。

こういうものでも OKという具体的な例が欲しい。 

059. テレワークの準備費用を融資して欲しい。例えば、家の中に簡易ブースと通信

用パソコンを準備する費用などです。 

060. 国民全員にとにかく現金を配り、そのあと精査して、高収入の方々には返却し

てもらいたい。 

061. 申請書類の簡素化 

062. 本当に生きていけない人を助けてあげて欲しい。あと演劇を中止にした団体の

補償をして欲しい。 

063. 皆を助けてください税金を払ってるのに、皆が助けを受けられないって意味が

わかりません対応が酷すぎます声をちゃんと聞いてください 

064. 私達 声優は、その月の仕事のギャランティが数ヶ月後（正確には決まってい

ない）に入ってくることを認識していただきたいです。ギャランティの明細よ

りも、その月の仕事の本数を 昨年と比べていただき、補助をしてくれると有

難いと思います。 

065. 最低限、既に出演したものの支払いだけは保証させてください 

066. とにかくはやく 

067. 即時の給付 

068. 先々の仕事が無くなったことを証明するのは難しいです。 

069. テレワーク実施の為の初期費用の負担及び文化芸術への無償支援 

070. 手続きをネットで、できるだけ簡易にして欲しい 

071. 不定期、契約書のない仕事、アルバイトで食い繋ぐ演劇人に理解を頂きたい。 

072. 自粛要請を受けてたくさんの劇団公演が中止になりました。6月～7月にかけて

のツアーの公演もキャンセルが出てきています。ほんとうに赤字で大変な思い

をしています。また、常時仕事がない俳優はアルバイトをしていますが、緊急

事態宣言を受けてアルバイトがなくり生活が大変です。自粛と補償はワンセッ

トであるべきだと思います。ぜひ、補償をお願いします。 

073. 確定申告での低所得者向けに、個人個人に支援をしていただきたい。 

074. 分かりやすく纏めてある資料が欲しい 

075. マスクはいらないので、国民年金、健康保険、税金の、徴収を今年はなしにし

てほしい。 

076. 文化芸術に携わる者だけではなく、すべてのフリーランスが同じような課題を
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抱え、支援を求めていると思います。様々な働き方がありますが、対価を得て

いる仕事やサービスのほぼ全てが、現時点では社会に必ず必要なものです。そ

のことをどうぞご理解いただき、全ての働く人への支援をしっかりとお願い申

し上げます。また、文化芸術は確かにそれだけではお腹がいっぱいにはなりま

せんが、もし今、全ての文化芸術がなくなってしまったら、人はこの状況下で

精神を保てなくなるでしょう。文化芸術に限らず、不急ではあるけど不要では

ないものがたくさんあります。国民に真の意味で寄り添ってくださることを期

待します。 

077. 申告書類、印鑑無いと救済しないって方式、もうやめませんか？相談窓口は 3

密になるのが目に見えてる。とにかく一律でも良いから憲法に定める最低限の

暮らしを保証できるくらいの金額を全員に下さい。 

078. 芸術家を馬鹿にしているような気がする。芸能人ではない舞台俳優たちにもっ

と支援の手を差し伸べてほしい。舞台がなくなり、バイトも見つからず皆困っ

ている。舞台だって素晴らしい芸術です。もっと国が我々のような職種の人を

を守ってください。 

079. 国民の苦しみを理解できない人は政治に関わらないでほしい。 

080. 舞台(仕事)が中止になり、今後も再開される希望もなく今月から無収入。月末

の支払いもそうだが今後生活していくのも困難(自宅にいるのでも食費諸々かか

る)になりそうな状態で不安しかない。お金が今すぐ欲しい。自粛と給付はセッ

トである。 

081. webで申請書送付申請、更に言えば webのみで手続きが完了出来るようにして

欲しい。 

082. もともと少ない仕事状況でしたが、今月やっと１本決まっていた仕事が無期延

期になってしまいました。地方に住んでいるので東京行きの新幹線格安チケッ

トをチケットショップで購入していたのですが、紙切れになってしまいまし

た。窓口で交渉しましたが払い戻しはムリだそうです。私にとって１万３千円

ほどかかったチケットは大金でした。何が言いたいかというと、去年の収入も

少なかったので持続化給付金申請はムリですが、生活がより苦しくなったこと

を分かってほしいです。低収入の人向けに給付金を出してほしいです。 

083. 税金を減らしてほしい 

084. フリーランスとフリーターの区別がついていない関係者が多いようなので、ま

ずは実態を知ってほしい。 

085. 決まっていた仕事がキャンセルになった場合の保障は欲しいです。 

086. 持続化給付金を強く求めます。私は隔週６日のレギュラー番組を担当し、生活

費のほとんどをレギュラー番組の出演料でまかなっています。緊急事態宣言に

より番組収録が不可能となり、４月以降の収入の目途が立ちません。現在、ス

タジオ内に入れるのは、放送局社員のみ。フリーである私は、自宅で、いつ再

開されるかわからない番組の準備や、スタッフとの連絡に追われています。す

でに準備してきた番組に対してさえ、収録ができないという理由で、一切の補

償はありません。コロナの蔓延は、フリー出演者の「自己責任」ではないとい
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うことを、国にも社会にも理解していただきたいと思います。 

087. 子供達向けの劇団が 瀕死な状態に面しているのにサポートは一切ないのでし

ょうか？ 

088. 子供が保育園に通っており、現在登園を自粛しています。フリーランスでも休

園した場合給付金が支給されるとのことで、厚生労働省に問い合わせの電話を

かけましたがなかなかつながりません。HPを見ても内容が難しく、直接話を聞

きたいです。今後長期化を見込んで問い合わせのやり方の幅を広げてほしいで

す。(メールフォーム等) 

089. とにかく、今後生きていくための収入の確保、保障。 

090. 舞台演劇は劇場でしか成立しない事を知って欲しい。 

091. フリーランスは信用商売で、契約書などない口頭での依頼キャンセルが多いた

め、その辺も加味して支援の考慮審査していただければ 

092. 何よりもまず迅速な決定と分かりやすい説明を望みます。 

093. 数ヵ月分の生活費の給付をしていただきたいです。イベントなどの仕事が飛ぶ

ということはその期間のスケジュールだけがなくなるのではなく、それを準備

するための時間やお金も飛んでしまうということになり、中止になった時点で

自動的に全てが赤字になります。イベントの期間が空いたとしてもすぐにアル

バイトなどに就けるわけではなく、そこで働く人たちは無収入になってしまい

ます。そして遡ってすべての損失を数えて証明することは本当に難しいので

す。生活費の給付があればイベントが飛んだ赤字を取り戻しながら活動を自粛

することができます。収束後の活動に向けて準備をすることができます。多く

のフリーランスの方がイベント延期中止になったことで、本来働けたはずの時

間や求職できたはずの時間を失っています。しかも既に赤字を抱えながらで

す。どうか貸付ではなく、生活費の給付をしていただきたいです。 

094. 多様な俳優業の収入実態を理解しようともしないでお勤めの方たちが基準年収

を当てはめている現状をまず変える努力をして欲しい。いち早く公演中止した

り自ら自粛した演劇界は、知る限り感染者出しませんでしたよ。 


