＜要望書全文＞
日本政府、国会議員の皆さまへ
現在、新型コロナウィルスによる影響は、芸術文化の一翼を担う映画の企画、制作、配給、
上映などに関わるすべての映画人にも甚大な被害を与えています。とりわけ、映画文化の
多様性を担うインディペンデントの小規模映画館（ミニシアター）は存続の危機を迎えて
おり、私たちは大きな危機感を抱いています。
新型コロナウィルスが大きな社会問題となり、まず映画館の集客は30〜50%以上減少しま
した。3月26日にイべントや不要不急の外出の自粛が要請されて以降は観客の減少は急激に
加速し、集客80%減や観客ゼロでの上映という悲鳴のような声も聞かれるようになりまし
た。ミニシアターの上映を支えている良質な映画の配給者も、このような状況の中で配給
を延期せざるを得ず、ミニシアターの今後の状況はさらに悪化してゆくものと思われます。
この状況のもと、映画館や上映事業者は、感染防止の観点から、あくまで自らの責任で運
営や活動の休止を決断するよう迫られています。しかし、何の経済的補償もない中での「休
館」は、そのまま「閉館」に繋がってしまうことになりかねません。今の状態が 6 月まで
続けば、夏を待たずに閉館する映画館が続出することが予想されます。
ドイツの文化相は「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ。
特に今は」と述べ、
「文化機関や文化施設を維持し芸術文化によって生計を立てる人々の存
在を確保することはドイツ政府の文化的、政治的最優先事項である」と明言しました。地
域やコミュニティに根ざし、日本の映画文化の中核を担うミニシアターは、単なる娯楽施
設ではなく、地域に多様な文化芸術体験を提供し、コミュニティの「文化権」を確保する
重要な文化芸術拠点であり、美術館、劇場、音楽堂等の公立文化施設や劇団、楽団、美術
家、音楽家等と同等に民主主義社会に欠くことのできない存在です。
いま、
「映画」を人々に届ける文化芸術拠点が地域から消滅してしまう危機に瀕しているの
です。
私たちは映画文化に関わる映画人として政府に対して以下の支援が得られることを強く求
めます。

･ 緊急的な支援として 新型コロナウィルス感染拡大防止のための自粛要請･外出自粛要請、
また、拡大防止対策 （時短営業や客席数を減らす等）によって生じた損失（観客数の大幅な

減少）を補填することに よる支援を求めます。
･ 終息後の支援として 集客を回復させるための広報活動の充実、ゲスト招聘、特集上映な
どのイベントに対する支援を求めます。
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呼びかけ人 #SaveTheCinema（五十音順）
荒井晴彦（脚本家 映画監督）
安藤サクラ（俳優）
井浦新（俳優）
井上淳一（脚本家 映画監督）
入江悠（映画監督）
岩崎ゆう子（一般社団法人コミュニティシネマセンター事務局長）
上田慎一郎（映画監督）
枝優花（映画監督）
柄本明（俳優）
大高健志（プロデューサー MOTIONGALLERY代表 POPCORN共同代表
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上村奈帆（映画監督）
是枝裕和（映画監督）
佐伯俊道（脚本家 協同組合日本シナリオ作家協会理事長）
志尾睦子（シネマテーク高崎映画総支配人 高崎映画祭プロデューサー 一般社団法人コミ
ュニティシネマセンター理事）
白石和彌（映画監督）
諏訪敦彦（映画監督）
想田和弘（映画監督）
田井肇（大分シネマ５代表 一般社団法人コミュニティシネマセンター代表理事）
塚本晋也（映画監督）
土屋豊（映画監督 独立映画鍋）
寺井隆敏（CINEMA PLANNERS代表）
西原孝至（映画監督）
濱口竜介（映画監督）
深田晃司（映画監督 独立映画鍋）
藤井道人（映画監督）

舩橋淳（映画監督 独立映画鍋）
北條誠人（ユーロスペース支配人 一般社団法人コミュニティシネマセンター理事）
松本正道（アテネ･フランセ文化センター 一般社団法人コミュニティシネマセンター理事）
馬奈木厳太郎（弁護士 プロデューサー）
森達也（映画監督）
渡辺真起子（俳優）
一般社団法人コミュニティシネマセンター（代表理事 田井肇）
太秦（配給会社 代表 小林三四郎）
NPO法人独立映画鍋

賛同者（順不同）
青木基晃（プロデューサー）/ 青山エイミー（プロデューサー）/ 穐山茉由（映画監督）/ 浅
井隆（アップリンク）/ 浅沼直也（映画監督）/ 足立晃子（自営業）/ 足立紳（映画監督）
/ 荒井南（シネマコリア）/ 石坂健治（東京国際映画祭「アジアの未来」部門ディレクター
/日本映画大学教授）/ 石田健司（照明）/ 磯見俊裕（美術監督）/ 今泉力哉（映画監督）/
今関あきよし（映画監督）/ 芋生悠（俳優）/ 上野遼平（プロデューサー）/ 臼井勝（録音）
/ 大内靖（あまや座支配人）/ 大久保賢一（映画評論家）/ 大崎章（映画監督）/ 大島葉子
（俳優）/ 大西信満（俳優）/ 岡本英之（Inclineプロデューサー）/ 小川直人（せんだいメ
ディアテーク学芸員）/ 小川茉侑（コミュニティシネマセンター）/ 奥山大史（映画監督）
/ 梶谷由里（パブリシスト）/ 片岡礼子（俳優）/ 片嶋一貴（映画監督）/ 加藤一枝（邑の
映画会）/ 加藤ひとみ（編集）/ 金子修介（映画監督）/ 川瀬陽太（俳優）/ 河原大輔（同
志社大学）/ 川村健一郎（立命館大学映像学部教授）/ 川村岬（Inclineプロデューサー）/ 神
田麻美（映写技師）/ 韓英恵（俳優）/ 北原豪（Inclineプロデューサー）/ 金原由佳（映画
ジャーナリスト）/ 櫛桁一則（みやこ映画生活協同組合理事）/ 熊谷睦子（株式会社ムービ
ー･アクト･プロジェクト）/ 小泉徳宏（映画監督）/ 古賀太（日本大学芸術学部映画学科教
授）/ 後藤睦文（ゆふいんこども映画祭）/ 小中和哉（映画監督）/ 小宮山芽以（スタイリ
スト）/ 小柳大侍（東北新社）/ 近藤笑菜（俳優）/ 近藤恭代（公益財団法人としま未来文
化財団/豊島区立芸術文化劇場）/ 坂本安美（映画プログラマー･映画批評家）/ 坂本英紀（20
世紀アーカイブ仙台）/ 佐藤貢三（俳優）/ 澤佳一郎（映画監督）/ 汐田海平
（MOTIONGALLERY STUDIOプロデューサー）/ （汐巻裕子（米アカデミー財団/株式会
社ピクチャーズデプトプロデューサー）/ 篠原哲雄（映画監督）/ 下向拓生（映画監督）/ 尚
玄（俳優）/ 杉原永純（Inclineプロデューサー）/ 鈴木徳至（MOTIONGALLERY STUDIO
プロデューサー）/ 瀬々敬久（映画監督）/ 曽我真臣（俳優）/ 戴周杰 /高木悠衣（俳優）
/ 高田聡（Inclineプロデューサー）/ 髙間賢治（撮影監督）/ 高見亘（二十代映画欲求プロ

デューサー/ディレクター）/ 田口トモロヲ（俳優）/ 武石昂大（映画監督）/ 立木祥一郎
（合同会社teco llc代表）/ 田中俊介（俳優）/ 田中要次（俳優）/ 田辺高英（とさりゅう･
ピクチャーズ）/ 蔦井孝洋（撮影監督）/ 土田環（早稲田大学）/ 寺門義典（310+1 cinema
project）/ 戸田彬弘（株式会社チーズfilm 映画監督）/ とちぎあきら（フィルムアーキビ
スト）/ 長久允（映画監督）/ 中村和彦（映画監督）/ 夏目志乃（俳優）/ 鍋島淳裕（撮影
監督）/ 西嶋憲生（映画研究者）/ 西原多朱 / 根矢涼香（俳優）/ 橋本つむぎ（俳優）/ 長
谷川葉生（俳優）/ 髭野純（プロデューサー）/ 菱沼康介（映画監督）/ 平井諒（映画監督）
/ 平見優子（撮影）/ 蛭田智子（編集）/ 深作健太（映画監督）/ 藤井誠二（ノンフィクシ
ョンライター）/ 福田浩三（シネマテーク茅ヶ崎）/ 藤本美津子（鎌倉で映画と共に歩む会）
/ 古舘寛治（俳優）/ 穂志もえか（俳優）/ 堀越謙三（ユーロスペース代表）/ 堀三郎（ア
テネ･フランセ文化センター）/ 松尾豪（映画監督）/ 松倉大夏（映画監督）/ 松永大司（映
画監督）/ 三島有紀子（映画監督）/ 三島諒（有限会社ハーモニック･俳優）/ 道川昭如（撮
影）/ 光岡愼二（neoアジア映画祭 in あさひかわ）/ 三留まゆみ（イラストライター）/ 湊
本陽夫/峰川佳子/宮嵜善文（NPO松本シネマセレクト代表理事）/ 宮島真一シアタードー
ナツ）/ 宮嶋風花（映画監督）/ 村田唯（映画監督･俳優）/ 村山匡一郎（映画研究者）/ 森
厚/森宗厚子/山内敬（トランシネマ）/ 山口吉則（一般財団法人福岡ユネスコ協会事務局長）
/ 山崎紀子（シネ･ヌーヴォ大阪支配人）/ 山田佳奈（映画監督、舞台演出家、脚本家）/ 山
田笑子（撮影）/ 行定勲（映画監督）/ 吉村元希（映画監督･脚本家･俳優）/ リム･カーワ
イ（映画監督）
川原杏奈（脚本家）/ 札内幸太（俳優/映画監督）/ 安楽涼（映画監督/俳優）/ 秦俊子（ア
ニメーション監督）/ 中山剛平（映画監督）/ 松本純弥（映画監督）/ 西川達郎（映画監督）
/ 品田誠（俳優）/ 小川賢人（アップリンク渋谷）/ 横田光亮（映像作家）/ 岩永祐一（映
画監督）/ 日高七海（俳優）/ 本田拓海（俳優）/ 斎木ひかる（俳優）/ 藤村明世（映画監
督）/ 結城貴史（KURUWA.LLC/俳優）/ 望月衣塑子（新聞記者）/ 安川有果（映画監督）
/ 小山田サユリ（俳優）/ 佐伯日菜子（俳優）/ 杉田協士（映画監督）/ 隅田靖（映画監督）
/ 中島京子（小説家）/ 矢内裕子（編集･ライター）/ 武井由紀子（弁護士）/ 南彰（日本
マスコミ文化情報労組会議議長）/ 堀潤（ジャーナリスト）/ 内田樹（神戸女学院大学名誉
教授･凱風館館長）/ 山崎雅弘（戦史･紛争史研究家）/ 若林直子（ソーシャルピーアール･
パートナーズ株式会社代表取締役）/ 伊藤詩織（ジャーナリスト･ドキュメンタリー映像作
家）/ 盛田隆二（小説家）/ 阿部岳（沖縄タイムス編集委員）/ 西谷修（哲学者）/ 宍戸開
（俳優･写真家）/ 浜田敬子（ジャーナリスト/元AERA編集長）/ 茂木健一郎（脳科学者）/
松尾貴史（俳優･放送タレント）/ 渡瀬夏彦（ノンフィクションライター）/ 四方智子（映
画美学校）/ 市沢真吾（映画美学校）/ 佐藤玲（俳優）/ 加藤才紀子（俳優）/ 野島健矢（俳
優）/ 守谷周徒（俳優）/ 佐久間啓輔（映画監督）/ 寒川聖美（録音技師）/ 井口理/江森
弘和（プロデューサー TALTO）/ 八坂直也（ファッション事業運営者）/ 瀧澤日以
（PHABLIC×KAUZIコスチュームデザイナー）/ 岡本大陸（DAIRIKUデザイナー）/ 井上
樹（フラワーアーティスト）/ キクチリョウタ（ミュージシャン）/ 竹澤汀（シンガーソン

グライター）/ 陽田奈緒（俳優）/ 村田敦子（ミモザフィルムズ代表）/ 広瀬奈々子（映画
監督）/ 中神円（俳優/映画監督）/ 雨無麻友子（プロデューサー）/ 小川紗良（映画監督･
俳優）/ 松本花奈（映画監督）/ 辻凪子（俳優）/ 山元環（映画監督）/ 磯部鉄平（映画監
督）/ 越川道夫（スローラーナー/プロデューサー･映画監督）/ 竹石研二（深谷シネマ支配
人）/ 富山省吾（プロデューサー/日本映画大学理事長）/ アルノー･デプレシャン Arnaud
Desplechin（映画監督/フランス）/ オリヴィエ･アサイヤス Olivier Assayas（映画監督/フ
ランス）/ オリヴィエ･ペール Olivier Père（アルテ･フランス･シネマディレクター、元ロ
カルノ映画祭ディレクター）/ ギヨーム･ブラック Guillaume Brac（映画監督）/ リチャー
ド･ペーニャ Richard Peña（コロンビア大学映画学教授/ニューヨーク映画祭名誉ディレク
ター）/ 洪相鉉（홍상현）
（全州国際映画祭プログラムアドバイザー日本ㆍアジア映画担当）
/ 丸山靖博（ROBOT）/ 川岡大次郎（俳優･なすしおばら映画祭プロデューサー）/ 渋川
清彦（俳優）/ 日向朝子（映画監督）/ 斉藤陽一郎（俳優）/ 森谷雄（株式会社アットムー
ビー代表取締役･プロデューサー）/ 上西充子（法政大学教授）/ 前川喜平（現代教育行政
研究会代表）/ 中島岳志（東京工業大学教授）/ 香山リカ（精神科医）/ 若松プロダクショ
ン/辛淑玉（人材育成コンサルタント）/ 森重晃（プロデューサー）/ 蓮池透/中川龍太郎（映
画監督）/ 生見司織（俳優/監督）/ 吉田奈津美（会社員）/ 阿部はりか（映画監督）/ 坂
田貴大（映画監督）/ 工藤梨穂（映画監督）/ 横山翔一（映画監督）/ 崎山蒼志（ミュージ
シャン）/ 石田清志郎（映像監督）/ 細川岳（俳優）/ 大原とき緒（映画作家）/ 蔭山歩美
（映像翻訳者）/ 秦岳志（ドキュメンタリー映画編集）/ 目黒大輔（自主映画監督）/ 松本
和久（プロデューサー）/ 鶴岡明史（ちば映画祭実行委員会）/ 雨宮真由美（アダムズ･ア
ップルLLP）/ 坂上香（ドキュメンタリー映画監督）/ 宮嶋僚子（株式会社U-NEXT映画部）
/ 鎌仲ひとみ（ぶんぶんフィルムズ代表 映像作家）/ 小原美由紀（ぶんぶんフィルムズ）/
美波（俳優）/ キネマ旬報社/竹中啓二（姫路シネマクラブ運営委員 Animation Runs!主宰）
/ 山岡瑞子（映画作家）/ 片山享（映画監督/俳優）/ 堀江貴大（映画監督）/ 八木橋聡美
（俳優）/ 藤井光（美術家/映画監督）/ 平野共余子（元ニューヨーク･ジャパン･ソサエティ
ー映画部門ディレクター）
/ 市山尚三
（プロデューサー、東京フィルメックスディレクター）
/ 橋本佳子（プロデューサー）/ 豊島圭介（映画監督）/ クリストフ･テルヘヒテ（DOCラ
イプチヒ芸術監督、前ベルリン映画祭フォーラム部門プログラマー）/ パオロ･ベルトリン
（カンヌ監督週間プログラマー、ベネチア、ロカルノ映画祭プログラムコンサルタント）/ 中
村真夕（映画監督）/ クリス･フジワラ（映画批評家）/ マーク･ノーネス（映画研究者、批
評家）/ シネマハウス大塚/坂本龍一（音楽家）/ 永瀬正敏（俳優）/ 永田浩三（武蔵大学
教授）/ 坂手洋二（劇作家

演出家）/ 鈴木邦男/マサ･ヨシカワ（プロデューサー）/ 長岡

参（映像作家）/ 赤松立太（パッソ･パッソ代表）/ 榮拓志（独立映画鍋会員）/ ニック･
ウエムラ（プロデューサー）/ 株式会社THE DIRECTORS ALLIANCE / 賀川良（CGアー
ティスト）/ チャン･ゴンジェ 장건재（映画監督）/ 沼田真典（フィルムメイカー）/ 姫路
シネマクラブ/榎園京介（映画作家）/ 海上ミサコ（インディペンデント映像作家）/ 久藤
今日子（俳優）/ 木下雄介（映画監督）/ 新谷和輝（映画研究）/ 河野義勝（武蔵野興業）
/ 武蔵野館/シネマカリテ/福島みずほ（参議院議員）/ 中垣内彩加（俳優）/ 小谷承靖（映

画監督）/ 足立正生（映画監督）/ 祝大輔（映画監督）/ エリック･ニアリ（プロデューサ
ー）/ 山崎エマ（映画監督）/ 石川優実（グラビア女優、フェミニスト）/ はらだたけひで
（絵本作家･元岩波ホール）/ 河合知代（ラ･ジュテ店主）/ 武石昂大（映画監督）/ 川島直
人（映画監督）/ 佐藤浩市（俳優）/ 柄本佑（俳優）/ クレール･ドゥニ Claire Denis（映
画監督）/ ジャン＝ピエール･レオー（俳優）/ Do it Theater/谷口雄一郎（監督）/ チェ･
ナギョンCHOI NAG YONG（ソウル「アートハウス･モモ」副代表/韓国芸術映画館協会代
表）/ ジョン･サンジン JUNG SANG JIN（ソウル「アートナイン」代表）/ ジュ･ヒJU HEE
（ソウル「アートナイン」マネージングディレクター）/ チェ･ヒョンジュンCHOI HYUN
JUN（仁川「ミリム劇場」支配人）/ 日向夏（俳優）/ ジャンヌ･バリバール Jeanne Balibar
（俳優･映画監督）/ マチュー･アマルリック Mathieu Amalric（俳優･映画監督）/ ペドロ･
コスタ Pedro Costa（映画監督）/ ジュリアン･ジェステール Julien Gester（映画批評家･
「リベラシオン」文化欄チーフ）/ ニコラ･エリオット Nicholas Ellioptt（映画批評家･ロカ
ルノ映画祭プログラマー）/ ケント･ジョーンズ Kent Jones（映画監督･元ニューヨーク映
画祭ディレクター）/ 役所広司（俳優）
足柄製作所 / アテネ･フランセ文化センター / アップリンク渋谷 / アップリンク吉祥寺
/ 飯田橋ギンレイホール / 上田映劇 / 映画ランド株式会社 / ガーデンズシネマ（鹿児島）
/ 金沢21世紀美術館 / 鎌倉市川喜多映画記念館 / 川越スカラ座 / 川崎市アートセンタ
ー / 川崎市市民ミュージム / KAWASAKIしんゆり映画祭 / 京都シネマ / 京都みなみ会
館 / グリーンイメージ国際環境映像祭 / 高知県立美術館 / 神戸映画資料館 / 神戸文化
ホール / コピアポア･フィルム株式会社 / 埼玉映画ネットワーク / 桜坂劇場 / 札幌映画
サークル / シアターエンヤ / シアターキノ / 静岡シネ･ギャラリー / シネ･グルージャ
/ シネコヤ / シネ･ヌーヴォ / シネ･ピピア / シネマ･アミーゴ / シネマイーラ / シネ
マヴェーラ渋谷 / シネマ尾道 / シネマ･クレール / シネマ･ジャック＆ベティ / シネマ
スコーレ / シネマ･チュプキTABATA / シネマテークたかさき / シネマトーラス / シネ
マ5 / シネモンド / 有限会社鈴木映画 / 生命誌を考える映画鑑賞会 / せんだいメディア
テーク / 第七藝術劇場 / シアターセブン / 高崎映画祭 / 高田世界館 / ちば映画祭 /
出町座 / Denkikan（熊本） / 名古屋シネマテーク / 新潟･市民映画館シネ･ウインド / 兵
庫県映画センター / 広島市映像文化ライブラリー / フォーラム仙台 / フォーラム盛岡 /
フォーラム山形 / 深谷シネマ / 福山駅前シネマモード / ホール･ソレイユ / ほとり座 /
前橋シネマハウス / 松本CINEMAセレクト / みやこ映画生活協同組合 / 宮崎キネマ館
/ 元町映画館 / 山形国際ドキュメンタリー映画祭 / 山口情報芸術センター / ユーロスペ
ース / 横浜キネマ倶楽部 / 横浜シネマリン / ヨコハマ･フットボール映画祭
横川シネマ / 八丁座 / サロンシネマ / 伊勢進富座 / シアターシエマ / 本渡第一映劇 /
シネマルナティック / 日田リベルテ

