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2020年の観客数・総収入（前年比）：　

観客数　

30–49％減｜20件｜71％

総収入

30–49％減｜15件｜50％
●  補助金やクラウドファンディングなどで、総収入は昨年を越える映画館

もあるが、12月に感染者数が増加、1月には緊急事態宣言が出される

など、コロナの影響が長期化する中、観客数回復の目処は経っていな

い。

─
休館日数：

平均38日

─

席数の制限：

12月初めの時点で席数制限を継続していた映画館 ｜14館｜44％

支援制度の活用・借入・クラウドファンディングなど公的な支援制度の活用

経産省持続化給付金 26件｜81％

経産省家賃支援給付金 16件｜50％

経産省持続化補助金 2件｜6％

厚労省雇用調整助成金 22件｜69％

文化庁文化芸術活動の継続支援事業 8件｜25％

文化庁文化芸術収益力強化事業 ─

自治体休業要請協力金など 26件｜81％

金融機関の新型コロナ特別貸付 12件｜38％

クラウドファンディングなど

ミニシアター・エイド基金 29件｜88％

独自のクラウドファンディング 7件｜22％

その他（物販や寄付等） 19件｜59％
●  多くのミニシアターが、経産省持続化給付金、厚労省雇用調整助成

金を活用。一方、文化庁の支援事業を活用できたところは限定的だ

った。ミニシアター・エイド基金、独自のクラウドファンディング、金融機

関からの特別貸付等、「自助」「共助」で急場をしのいだところが多い。

─
新たな取り組みとしてオンライン（リモート、配信）による事業を実施した

22件｜69％

─
公共的な上映活動を行う映画館や上映団体に対する

公的な支援制度について

必要である 31件｜97％

資料1｜映画館の運営・上映活動におけるコロナウィルスの影響に関するアンケートの結果
─
実施期間：2020年11月中旬1週間程度オンライン（メール）にて実施

対象：小規模映画館（ミニシアター）

アンケート送付数：100｜回答数：33（33％）

●  現在、ミニシアターは約130館存在している。  

そのうち、メールアドレスが把握できた100館に対してアンケート用紙を送付。1週間程度で33館から回答を得ることができた。
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資料2｜コロナ後に始められたミニシアター（アートハウス）・上映者を支援する
様々な活動・プロジェクト
─

SAVE the CINEMAプロジェクト
https：//savethecinema.org/

2020年4月6日（署名活動開始日）

新型コロナウイルスの影響が拡大する中、ミニシアターを守りたいという思いから、映画監督、映画館、配給

会社、上映関係者、弁護士等 、々有志が集まって始められたプロジェクト。緊急支援を求める要望書を作

成、オンラインで署名を呼びかけ、政府や関係省庁へ提出。署名91,659筆を集め、6月に成立した第二

次補正予算の文化庁文化芸術活動の継続支援事業ではミニシアターも対象となった。2021年3月現在、

活動継続中。連携団体として、若い映画の作り手らによる「SAVE the CINEMA movement」がある。

─

ミニシアター・エイド基金

https：//motion-gallery.net/projects/minitheateraid

2020年4月13日（クラウドファンディング開始日）

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請が続く中、閉館の危

機にさらされている全国の小規模映画館「ミニシアター」を守るため、映画監督の深田晃司・濱口竜介、
Motion Galleryの大高健志らが発起人となって有志で立ち上げたプロジェクト。クラウドファンディングで

支援を募り、4月13日から5月15日まで約1カ月で、総額3億3,102万5,487円（コレクター数2万9,926人）

を集めた。

─

仮設の映画館

https：//www.temporary-cinema.jp/

2020年4月25日（配信開始）

新型コロナウイルスの影響で映画館の休館が相次ぐ中、想田和弘監督と配給会社東風が、新作映画の

公開の場を確保するとともに、各地の映画館を支えようとインターネット上に立ち上げた。想田監督の新作

『精神0』ほか劇場公開が延期となっていた作品等が配信された。「仮設の映画館」では、視聴者（観客）

はどの映画館で作品を鑑賞するのかを選択して料金を支払うことができる。配信で得られた収入は、通常

の興行収入と同様に、映画館と配給会社・製作者に分配される仕組みが取られている。（配信は現在は行って

いない）

─

STAY HOME MINI-THEATER
https：//stayhome-minitheater.com/

2020年4月29日（サイトプレオープン）

配給会社スポッテッドプロダクションズが企画・運営。エイベックス・エンタテインメントによる「mu-mo Live」

という無観客ライブ・プラットフォームを利用し、映画の配信に加え、上映後の監督やキャストによるトークシ

ョーも併映。必要経費を差し引いたチケットの売り上げを、映画館と配給・製作で分配する。『COMPLY

＋-ANCE コンプライアンス』（斎藤工監督）など劇場公開できなかった作品に加え、「下北沢映画祭」や

「MOOSIC LAB」なども開催された。

─

Help！the 映画配給会社プロジェクト
https：//note.com/help_the_dsbtrs

2020年5月15日（配信開始）

独立系映画配給会社が、新型コロナウイルス感染拡大の影響による難局を乗り越えるため、設立したプロ
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ジェクト（14社が加盟）。緊急アクションとして「配給会社別見放題配信パック」を実施。映画館再開後もミ

ニシアターと連携してオンライントークイベント等を開催。将来的には独立系配給会社団体として、諸課題

の改善や情報共有に取り組むことも検討している。（配信は終了）

─

ミニシアターパーク minitheaterpark
http：//minitheaterpark.net/

2020年5月27日サイト開設

ミニシアター・エイド基金のクラウドファンディング終了後、俳優の井浦新、渡辺真起子、斎藤工が立ち上

げたミニシアターを応援するキャンペーン。ミニシアターでのオンラインイベントへの参加や、Tシャツの制

作販売、総勢252名の俳優が出演する応援動画「See you at Theater!─映画館で会いましょう」の配信

などを行っている。2021年2月には俳優と各地のミニシアターをつないだ配信イベントも実施した。

─

SAVE the CINEMA movement
http：//savethecinemamovement.jp/

2020年5月15日Twitter開設、7月16日サイトオープン

ミニシアターが誰かの心の拠り所として存続していくこと、そしてさらに賑わってほしいという願いから若手映画

制作者が中心となって立ち上げた。映画監督の上村奈帆、枝優花、映画プロデューサーの雨無麻友子ら

を中心に、ミニシアターマップの制作（サイトに掲載）、グッズの制作とミニシアタースタンプラリーの実施のほ

か、イベント開催等も予定している。

─

ミニシアター押しかけトーク隊「勝手にしゃべりやがれ！」

https：//twitter.com/q8cesbzyejfoayo

2020年6月3日結成

緊急事態宣言による休館の後、再開したミニシアターを応援するため、荒井晴彦、森達也、白石和彌、井

上淳一という4人の映画監督・脚本家によって結成された。映画館のリクエストに応じ、上映されている映

画のトークショーにオンラインで（時にはリアルで）出演する。トークの配信の有無や方法、料金などは全て映

画館の希望を最優先し、全国各地で実施している。

─

アートハウスプレス Arthouse Press／藝術電影館通信
https：//arthousepress.jp/　

2021年1月15日サイトオープン

日々 全国各地で展開されている多様な上映関連イベントや、映画祭、特集上映など特別な映画上映に関

する情報を、網羅的に紹介する、コミュニティシネマセンターが運営する情報サイト。イベント情報の他に、

ミニシアターやシネマテーク等のアートハウスで実施されたトークやレクチャーのオンライン配信や、映画や

アートハウスにまつわるレポート記事も掲載している。文化庁文化芸術収益力強化事業の一環として実現

した。

─

現代アートハウス入門─ネオクラシックをめぐる七夜

https：//arthouse-guide.jp/

2021年1月30日─2月5日全国18館のミニシアターで実施

“ミニシアター”という呼称で親しまれてきた日本の「アートハウス」。その歴史を彩ってきた傑作を「ネオクラ

シック（新しい古典）」と呼び、東京・ユーロスペースなど全国18の映画館で、7夜連続日替わりで同時上映。

上映後のオンライントークも同時開催、18の映画館をつないだ観客との質疑応答も行った。トークには、
2000年以降にデビューした気鋭の映画作家が登壇、各作品の解説やアートハウスへの思いを語った。
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配給会社東風が、文化庁文化芸術の収益力強化事業の一環として実施した企画。

─

ミニシアタークラブ

https：//basic.motion-gallery.net/community/minitheater/

2021年1月30日にユーロスペースでローンチイベントを実施。

ミニシアター文化を再発見し、盛り上げていくための有料オンライン・コミュニティ。ユーロスペースとITベン

チャーのウフル、サイバーエージェントなどの共同事業。Facebookの限定グループ内で、ミニシアターにま

つわる様 な々事柄、国内外の映画祭事情や映画の買付、配給、宣伝等の仕事の内容やミニシアターの

歴史などを取り上げ、オンライントークイベント等を実施する。文化庁文化芸術収益力強化事業の一環と

して実施。

─

資料3｜コロナ禍を乗り切るためにミニシアター・上映者自身が行った
“SAVE the CINEMA”活動
●ウェブサイト等で確認できたものを掲載しています。

─

北海道  シアターキノ（札幌）｜会員募集期間延長 

  シネマトーラス（苫小牧）｜オリジナル支援グッズ（トートバッグ、映画券等）の販売

  大黒座（浦河）｜寄付の募集

─

青森県  青森松竹アムゼ｜クラウドファンディング

─

岩手県  フォーラム盛岡［フォーラムグループ］｜オリジナルグッズ（Tシャツ等）販売

  みやこ映画生活協同組合（みやこシネマリーン）（宮古市）｜Tシャツ販売

─

宮城県  チネ・ラヴィータ、フォーラム仙台［フォーラムグループ］｜オリジナルグッズ販売

─

秋田県  御成座（大館）｜御成座ラビッツ（御成座を守る会）会員募集、オリジナルTシャツ販売

─

山形県  フォーラム山形［フォーラムグループ］｜オリジナルグッズ販売

  鶴岡まちなかキネマ｜まちキネを「映画館」として残したい！署名活動

─

茨城県  土浦セントラルシネマズ｜クラウドファンディング

─

群馬県  シネマテークたかさき｜賛助会員の募集、応援グッズ（Tシャツ、映画券、手ぬぐい等）販売

─

埼玉県  川越スカラ座｜賛助会員の募集、オリジナルグッズ（Tシャツ、サコッシュ等）販売

  埼玉映画ネットワーク｜賛助会員、寄付の募集
  深谷シネマ｜賛助会員の募集

─

東京都  シネマ・チュプキ・タバタ｜サポーター・クラブ会員募集、寄付の募集、オリジナルグッズ（映画券、

ブレスレット等）販売

  アップリンク渋谷｜オンラインショップ（配給作品関連書籍、グッズ等）、アップリンクCloudによる配信
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  アップリンク吉祥寺｜オンラインショップ（配給作品関連書籍、グッズ等）、アップリンクCloudによる配信

  下北沢トリウッド｜オリジナルグッズ販売

  下高井戸シネマ｜クラウドファンディング

  ユジク阿佐ヶ谷｜オリジナルグッズ販売

  目黒シネマ｜オリジナルグッズ販売

  ギンレイホール｜クラウドファンディング

─

神奈川県  横浜シネマ・ジャック＆ベティ｜チケット＋お名前スクリーン上映＋ポストカード販売、インディペン

デントフィルムフェスティバル作品等の配信

  横浜シネマリン｜映画鑑賞補助券、オリジナルグッズ（Tシャツ、トートバッグ等）販売

  シネマノヴェチェント（横浜）｜サポーター会員募集

  シネコヤ（藤沢）｜通常の会員プランに「寄付込プラン」を実施
  シネマ・アミーゴ（逗子）｜回数券販売

  あつぎのえいがかん kiki（厚木市）｜オリジナルグッズ（Tシャツ、トートバッグ等）販売

─

新潟県  新潟・市民映画館シネ・ウインド｜シネ・ウインド明日のため募金─対新型ウイルスプロジェクト
  Cafe ガシマシネマ（佐渡）｜クラウドファンディング

─

石川県  金沢シネモンド｜クラウドファンディング、支援鑑賞券・オリジナルグッズ販売

─

長野県  上田映劇｜特別会員の募集、オリジナルグッズ（トートバッグ等）販売

─

静岡県  シネマイーラ（浜松）｜クラウドファンディング

─

愛知県  大須シネマ（名古屋）｜賛助会員募集

  シネマスコーレ（名古屋）｜オリジナルグッズ（映画『音楽』コラボTシャツ等）販売

  名古屋シネマテーク｜名古屋シネマテーク・エイド（募金）

─

京都府  福知山シネマ｜Save Our Local Cinemas参加（Tシャツ販売、日本酒タイアップ、寄付）

  舞鶴八千代｜Save Our Local Cinemas参加

  京都シネマ｜Save Our Local Cinemas参加、サポート会員ほか募集
  京都みなみ会館｜Save Our Local Cinemas参加

  出町座（京都）｜Save Our Local Cinemas参加、クラウドファンディング（出町座未来券）

─

大阪府  シネ・ヌーヴォ（大阪）｜Save Our Local Cinemas参加

  第七藝術劇場／シアターセブン（大阪）｜Save Our Local Cinemas参加、会員募集、オリジナル

グッズ販売

─

兵庫県  パルシネマ しんこうえん（神戸）｜Save Our Local Cinemas参加

  元町映画館（神戸）｜Save Our Local Cinemas参加、寄付の募集
  神戸映画資料館｜Save Our Local Cinemas参加、賛助会員・寄付の募集、神戸市ふるさと

納税「つなぐKOBEアート募金」
  シネ・ピピア（宝塚）｜Save Our Local Cinemas参加

  豊岡劇場｜Save Our Local Cinemas参加、オリジナルグッズ（Tシャツ等）販売
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─

岡山県  シネマ・クレール丸の内（岡山）｜クラウドファンディング

─

広島県  福山駅前シネマモード（広島）｜映画館応援チケット販売

  シネマ尾道｜友の会会員募集

─

福岡県  小倉昭和館（福岡）｜シネマパスポート販売

─

佐賀県  シアターエンヤ（唐津）｜ふるさと納税による支援募集

─

大分県  日田シネマテーク・リベルテ｜オリジナルグッズ（Tシャツ、トートバッグ等）・応援券販売等
  別府ブルーバード劇場｜オリジナルグッズ（Tシャツ、タオル等）販売等

─

宮崎県  延岡シネマ｜応援グッズ（Tシャツ、トートバッグ等）販売等

─

鹿児島県  ガーデンズシネマ（鹿児島）｜10周年記念回数券販売、賛助会員・寄付の募集

─

沖縄県  桜坂劇場（那覇）｜パートナーシップ会員募集

  ゆいロードシアター（石垣島）｜再建に向けたクラウドファンディング


