
新型コロナウイルス感染拡大による
文化芸術への影響に対する各国の支援状況

2020年4月23日時点



１．ヨーロッパ
イギリス ― “Emergency Response Package”

アーツカウンシル・イングランド（Arts Council England)は総額1.6億ポ
ンド（約216億円）の緊急資金を準備。

アイルランド ― “Extraordinary and unprecedented 
measures”

政府はアーティストに対する支援として100万ユーロ（約1.2億円）の予算
を計上。

マルタ ― “With immediacy and on a long-term basis”

影響を受けた文化/クリエイティブセクターに対し “Malta Arts Fund”を通
して総額75,000ユーロ（約882万円）を現況下で開催可能な文化活動、社
会・教育的活動やリサーチに対して支給。

オランダ ― “To save jobs and the economy”

組織に属さずに独立して活動するアーティストに対し、世帯構成や年齢も
考慮の上で最大月に1,500ユーロ（約17.5万円）を支給。また、一度に最大
10,157ユーロ（約119万円）を借りることのできるローンも利用可能。通常
のローンよりも低金利かつ返済期間の猶予もあり。



• エストニア ― “Measures to mitigate the impact of COVID-19 
virus outbreak in culture and audiovisual sector”

文化、スポーツの分野に対し政府は総額520万ユーロ（約6.1億円）の拠出
を発表。また、開催予定であったイベントの中止に伴い発生する費用も補償
する。

• ノルウェー ― “The Norwegian cultural sector takes measures 
due to the COVID-19 crisis”

アーツカウンシル・ノルウェーはイベントの開催中止による損失を被った
文化芸術機関/団体に対して総額300万ノルウェークローナ（約3億円）の補
償を行うことを発表（ただし歳入の60％以上を国からの助成で賄っている団
体は除く）。

• ドイツ ― “Artists are not only indispensable, but also vital,                    
especially now”

政府は文化、メディア、クリエイティブセクターで働く人々も含む零細企
業の事業主や自営業者に対する支援として総額50億ユーロ（約6兆円）の拠
出を発表。



• スペイン ― “For reconstruction and reinvigoration of the  
culture from all the scopes”

文化・スポーツ省は財務省、各自治体・地域の文化担当者とも協議し、政
府に対し文化芸術・スポーツ分野の人々に対する補償を行うよう政府に要請
する（4月16日時点）。

• フィンランド ― “In order to reduce the impact of the 
coronavirus”

教育文化省は影響を受けた文化、若者たちの活動、スポーツの分野に対し
て総額6,000万ユーロ（約70億円）の支援を表明。

• デンマーク ― “Regardless of conditions and activities”

公共の条件や活動にかかわらず、アーツ・カウンシルから助成された文化
セクターへの補助金約1,000万ユーロ（約1.2億円）は芸術セクターに供給維
持される。

• ベルギー（フランダース地域） ― “Emergency fund for culture, sports, 
media, and youth activities”

フランダース政府首相は文化、スポーツ、メディア、青少年活動のセク
ターに対し緊急資金として2億ユーロ（約233億円）の拠出を発表。



• スウェーデン ― “As a result of the impact of the COVID-19 
virus”

政府は、文化とセクターとスポーツ活動におけるコロナウイルス蔓延による経
済的影響をサポートするために10億スウェーデン・クローナ（SEK、約108億
円）を準備。このうち、文化に投資されるのは5億SEK（約54億円）。

• ラトビア ― “No one working in the culture and mass media 
industry will be forgotten during Covid-19 crisis” 

該当産業における独立自営業の人と、印税の受給者に対して最低賃金と同額の
支援を行うことを提言。これに対しては、納税額に従って支給されるべきとの意
見が出されており、文化セクターの1,500人について支援が必要だと見積もられ
ている。

• フランス ― “A first action plan in favor of artists and auteurs”

フランスの文化省は100万ユーロ（約1.1億円）の基金から経済的に困難な状況
に陥りやすい分野の人、特にアーティストに対する支援を行う。一人につき最大
1500ユーロを支給。

また、「アンテルミタン・デュ・スペクタクル」という制度により舞台芸術や
映画産業分野のフリーランスも失業手当を受け取ることができる。



• イタリア ― “The measures taken for the COVID-19 
emergency”

舞台芸術やクリエイティブ産業では、主催者は国から1億3,000万（約152
億円）ユーロの支援を行うことを予定しており、現在文化省が特別法を準備
中。

• クロアチア ― “Emergency aid payments to freelance artists”

4月1日付で、フリーランスかつクロアチアの国家予算による芸術活動に携
わるフリーランスのアーティストに対して緊急の支援金を支払うことを決定。

• セルビア ― “Protect lives of artists”

現在活動休止せざるを得ないアーティストたちの生活を保障するようセル
ビア文化省が政府に対して申し立てを行っている（4月15日（水）時点）。

• ポーランド ― “Compensation for wages of artists”

ポーランドの文化省は、労働契約のあるアーティストに対してポーランド
の平均給与の40％、そしてカンパニーを率いる人々については最低賃金の８
０％を支払う。



• チェコ ― “To mitigate the impact of the COVID-19 coronavirus 
pandemic on the cultural sector”

文化省によって10億チェコ・コルナ（約43億円）超の予算が文化芸術支援
のための総額として採択された。文化活動に対しては4,400億（1兆9,000億
円）チェコ・コルナの予算を計上。

• リトアニア ― “To reduce the negative consequences for  artists, 
culture professionals and cultural organisations”

アーテイストに対する賃金補償として200万ユーロ（約2.3億円）を、300
万ユーロ（約3.5億円）を公的・私的文化団体に、また映像関連産業に対し
ても200万ユーロ（約2.3億円）の追加拠出を発表。

• ルクセンブルク ― “The government is doing everything in its 
power to rescue cultural sectors”

とりわけ舞台芸術分野において独立して活動を行うプロフェッショナル・
アーティストや一時雇用の人々に対し最低賃金を保障する方針を発表。



２．EU（欧州連合）
• EUレベルではまだ資金的支援には言及されていない。

• 代わりにすでにクリエイティブ・ヨーロッパからの予算を受け取っているプログラ
ムに対して、#CreativeEuropeAtHome のハッシュタグを使ってオンラインでの活
動の実施を呼びかけ。

＊Creative Europe：欧州委員会内に設置されている文化芸術支援のためのフレームワーク

• また、現在行っている6つの助成金枠の公募については、それぞれについて4月末や5月
頭に締め切りを延長。

• Q&Aによれば、基本的にすでに採択されたプロジェクトの中止、延期、内容変更および
最終レポートなどの遅延について認められており、金額への影響はここに判断されると
のこと。ただし、採択された金額に加えて損失を補填するための補助金を受け取ること
はできないとされている。

• 2014－2020年のクリエイティブ・ヨーロッパの総予算：14億6,000ユーロ
（約1,713億円）

内訳：最低56％（約8.2億ユーロ、約959億円）がメディア関連プログラムに、

最低31%（約4.5億ユーロ、約531億円）が文化関連プログラムに、

最低13％（約1.9億ユーロ、約223億円）が両分野横断型プログラムに

割り当てられる。



３．北米

• アメリカ ― “We are doing what we can to help save as many 
jobs as possible, as quickly as possible”

全米芸術基金（NEA: National Endowment for the Arts) は今回の危機に
際し7,500万ドル（約81億円）の資金的援助を全米の芸術文化団体に対して
行うと発表。今回の資金的支援の提供は2008年のリーマン・ショック後の
同様の支援の際よりも迅速である。

• カナダ ― “Access to Employment Insurance”

文化芸術分野で働く人々も含む、雇用保険に加入していない自営業者に対
して1か月につき2,000ドル（約22万円）を最大4か月にわたって支給。



４．オセアニア・アジア

• オーストラリア ― “The cultural and creative sector plays a    
vital part in our economy”

3月22日付の発表で、中小の芸術機関（劇団やアボリジニ関連のアート・
センター等）は中小企業向けのの支援の対象になると発表。その額は最大
10万ドル（約1,079万円）で、対象企業の雇用者の最低賃金が20,000ドル
（約216万円）のもの。クリエイティブ産業や文化産業も対象となる。

• 香港 ― “To strengthen support towards small and medium-
sized arts organisations and art practitioners”

香港芸術発展局（Hong Kong Arts Development Council)は当初の2020年
の予算500万香港ドル（約7,000万円）に加え、新型コロナウイルス感染拡
大により損害を被った文化芸術活動とアーティストたちを支援するために追
加で5,000万香港ドル（約7億円）の予算割り当てを決定。



• シンガポール ― “Sustaining the Arts during Covid-19”

ナショナル・アーツカウンシル・シンガポールは総額9,000ドル（約97万
円）を文化芸術分野で働く人々に支給。5月、7月、10月にそれぞれ3,000ド
ル（約32万円）ずつ支給される。また、オンラインでアクセス可能な芸術
文化プログラムに対して最大20,000シンガポール・ドル（約151万円）を支
給（公募）。



参考資料 / 情報ソース
• イギリス

Arts Council England: https://www.artscouncil.org.uk/covid19

• アイルランド

RTÉ Ireland's National Television and Radio Broadcaster: 
https://www.rte.ie/culture/2020/0403/1128335-government-announces-1m-
covid-19-artists-support-scheme/

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: 
https://www.chg.gov.ie/covid19-supports-for-artists/

• マルタ

Arts Council Malta: https://www.artscouncilmalta.org/news/malta-arts-fund-
special-call-announced

• オランダ

Dutch Culture: https://dutchculture.nl/en/news/consequences-covid-19-on-the-
arts-and-cultural-sector-netherlands
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• エストニア

Ministry of Culture: https://www.kul.ee/en/news/measures-mitigate-impact-
covid-19-virus-outbreak-culture-and-audiovisual-sector-estonia

• ノルウェー

Arts Council Norway: https://www.kulturradet.no/english/vis/-/corona-virus-
covid-19

• ドイツ

The Federal Government: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438

Artnet news: https://news.artnet.com/art-world/german-bailout-50-billion-
1815396

• スペイン

Ministry of Culture: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200415-ministro-ccaa-
femp.html

• デンマーク

Trevor Davies氏（Copenhagen International Theatre) 
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• ベルギー（フランダース地域）

アーツフランダース・ジャパン：http://www.flanders.jp/

• スウェーデン

Ministry of Culture: https://www.government.se/press-releases/2020/03/sek-1-
billion-to-culture-and-sport-as-a-result-of-the-impact-of-the-covid-19-virus/

• ラトビア

Baltic News Network: https://bnn-news.com/minister-on-support-of-culture-
and-mass-media-no-one-will-be-forgotten-211767

• フランス

「アンテルミタン・デュ・スペクタクル」について：
http://eiganabe.net/2013/09/17/622

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21598

Ministry of Culture: https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Etat-d-urgence-sanitaire-Covid-19-le-ministre-de-la-Culture-presente-
un-premier-plan-d-action-en-faveur-des-artistes-
auteurs?fbclid=IwAR3AARNMLBVqLe5Y9kE6qVOvcWjV545w3j1nFCMVy23A6vg0
KIOG7v89n5Q 
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• イタリア

Franco Ungaro氏（Mediterranean Academy of Actor）

• クロアチア

Ministry of Culture: https://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=24360&fbclid=IwAR02XFenKF0azig99dNO88k2wPG9p
EtgJW4Pc9NXpwqk4i0s7XY-9GDUSis

• セルビア

Vladimir Radmanović氏（欧州文化首都ノヴィ・サド2021）

• ポーランド

Agnieszka Głuszenkow-Kowalska氏（欧州文化首都2016ヴロツワフ）

Jakub Mazur氏（ヴロツワフ市副市長）

• チェコ

Arts and Theatre Institute: https://www.idu.cz/en/news-and-current-
events/news/1527-culture-in-quarantine-6%EF%BC%89
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• リトアニア

Ministry of Culture: https://lrkm.lrv.lt/en/news/covid-19-measures-for-culture-
and-creative-sector-in-lithuania

• ルクセンブルク

CULTURE.LU / Ministry of Culture : 
https://culture.lu/fr/actualit%C3%A9s/soutien-du-secteur-culturel-face-
lepidemie-de-coronavirus-covid-
19?fbclid=IwAR0urvDUX8gbh1tQIcpGBYcDXU3_KFNXBD_h4a1BMUWdiDrpR4tgz
Zj4PcI

• EU（欧州連合）

Creative Europe: https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_en

Creative Europe 2014－2020年の予算について：
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627127/EPRS_ST
U(2018)627127_EN.pdf

• アメリカ

National Endowment for the Arts: https://www.arts.gov/news/2020/national-
endowment-arts-awards-cares-act-funding-states
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• カナダ

Canada Council for the Arts: https://canadacouncil.ca/covid-19-information

• オーストラリア

Minister for Communications, Cyber Safety and the Arts Media Release: 
https://www.australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/200322-fletcher-
media-rele-5e771986f40ae.pdf

Australia Council for the Arts: https://www.australiacouncil.gov.au/index.php

• 香港

香港芸術発展局（Hong Kong Arts Development Council): 
https://www.hkadc.org.hk/?p=29895&lang=en

• シンガポール

National Arts Council Singapore: 
https://www.nac.gov.sg/whatwedo/support/sustaining-the-arts-during-covid-
19/Sustaining-the-arts-during-COVID-19.html

https://canadacouncil.ca/covid-19-information
https://www.australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/200322-fletcher-media-rele-5e771986f40ae.pdf
https://www.australiacouncil.gov.au/index.php
https://www.hkadc.org.hk/?p=29895&lang=en
https://www.nac.gov.sg/whatwedo/support/sustaining-the-arts-during-covid-19/Sustaining-the-arts-during-COVID-19.html

