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対象
施策の

分類
施策 施策の主体

詳細情報 https://www.artscouncil.org.uk/covid19

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/funding/financial-support-npos-and-lead-cpp-organisations#section-

1

詳細情報 https://www.artscouncil.org.uk/funding/financial-support-organisations-outside-national-portfolio

詳細情報 https://www.heritagefund.org.uk/news/heritage-emergency-fund-launches-help-sector-updated

詳細情報 https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/theatre-tax-relief/ttr60040

新型コロナウイルス感染症における英国（イングランド・スコットランド）の対策状況

資金

援助文化

芸術

団体

向け

税負担

の軽減

Funding for organisations

outside of the National

Portfolio

ACE

ACE

Funding for National

Portfolio Organisations 

and Creative People and

Places lead organisations

ACEの施策全体像 ACE

Theatre Tax Relief
HM Revenue &

Customs (HMRC)

National Heritage

Lottery Fund
Heritage Emergency Fund

COVID-19流行に伴う緊急支援として、史跡、産業・海事遺産、博物館、図書館・アーカイブ、公園・庭園、

景観など国内の文化遺産に対し総額5000万ポンドを助成する。1件当たりの助成金額は3000ポンドから5万ポ

ンド。

ACEから日頃助成を受けていない団体（NPO以外の団体など）に対しても総額5000万ポンドの支援を行う。

ナショナル・ロタリー・プロジェクト・グラントに応募している団体には本助成への応募を歓迎する。

1団体あたりの助成金額は最大3万5000ポンド。

ナショナル・ポートフォリオ団体（NPO）ならびにクリエイティブ・ピープル・アンド・プレイシズ

（CPP）対象団体に対し、最大9000万ポンドを投じる。これによって団体がそれぞれの創造活動を再度活発

化させ、NPOに対する財政圧力を緩和する効果をもたらすことを狙う。

1団体あたりの上限金額は設定されていないが、9月末までの団体存続にあたって必要最小限の金額に制限さ

れるとしている。

今回の危機のさなかで、必要な団体と個人に対して総額1億6000万ポンドの緊急助成を実施する。また現在

受給している助成について、助成対象者の負担を極力緩和するため、助成要件の変更を行う。

1億6000万ポンドの内訳は、ナショナル・ポートフォリオ団体（NPO）に9000万ポンド、それ以外のACEが日

頃助成していない団体に5000万ポンド、アーティスト個人に2000万ポンドとなっている。

※以下の段で、詳細を記載。

概要

2009年改正の法人税法に基づき、Theatrical Production Company（TPC）に該当する組織で何らかの理由で事

業を中断した事業者は、中断前の経費を法人税の控除対象として申請することができる。

英国政府及びイングランド等関連機関
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詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-5

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-5

詳細情報

詳細情報 https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/cultural-infrastructure-toolbox/culture-risk-0

詳細情報 https://www.culturecentral.co.uk/wmcru/

文化

芸術

団体

向け

税負担

の軽減

運営の

補助・

助言

その他

West Midlands

Combined

Authority

(WMCA)

West Midlands Culture

Response Unit

HM Revenue &

Customs (HMRC)

Theatre Tax Relief

(Touring)

London CityCulture at Risk

HM Revenue &

Customs (HMRC)

Museum and Galleries

Exhibition Tax Relief

HM Revenue &

Customs (HMRC)
Orchestra Tax Relief

オーケストラ団体（OPC）についても、2009年の改正法人税法に基づき中断したコンサートの経費について

控除対象とすることができる。

上記のTPCに対する措置と同様に、ツアーを組むプロダクションに対し、法人税の25%を免除する。

ただし対象となるには以下の条件が必要

・事業の発足時点で、6カ所以上の離れた場所での公演を計画していたこと

・最低でも14公演を、最低2カ所の離れた場所で行う予定だったこと

ウェスト・ミッドランド州（イングランドの州の一つでバーミンガム市、コヴェントリー市を含む）の取組

みとして、COVID-19流行による被害を受けた文化芸術セクターを支援していく。

当面6ヵ月の間、文化芸術セクターに対して事業戦略の策定、政府や各種機関との連携、健康面・法律面・

運営面の支援、といった団体の存続・再建に必要な支援を行う。

ロンドン市は、文化芸術および夜間ビジネスのために230万ポンドの緊急支援基金を設けた。想定する主な

対象は草の根の音楽スペース、性的マイノリティのための施設、創造活動の場、独立系映画館など。

市が提供するサービスは次の通り。

・紛争の調停

・計画（経営計画?）実行状況の確認

・各分野の状況調査、知見の発表

・専門家の補助を伴った個人・組織の連携

・（再建?）能力構築に向けた資源の提供

・各種の地方機関との協議促進

博物館と美術館についても中止した展示について経費を控除対象とすることができる。

なお中止＆撤去費用については、展示開始から中止までが12ヵ月以下であれば計上できる。
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詳細情報 https://www.artscouncil.org.uk/developing-digital-culture/digital-culture-network

詳細情報
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-business-support-grant-funding-

guidance-for-businesses

詳細情報
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

878082/small-business-grant-and-retail-leisure-hospitality-grant-guidance-for-businesses-v2.pdf

詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/future-fund

文化

芸術

団体

向け

団体・

企業

向け

一般

その他

資金援助

Coronavirus Future Fund

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

&

HM Treasury

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

The Retail and Hospitality

Grant Scheme

Small Business Grant

Scheme

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

Digital Culture Network ACE

小規模・零細企業で減税措置（SBRR）の対象である者、地方企業で減税措置（RRR）の対象である者に対し

て助成金を提供する。現在進行中の事業コストに対して1万ポンドを1回のみ提供する。

20年5月以降にスタートする新たな制度。

英国に拠点を置き、第三者の投資家や機関から過去5年間に25万ポンド以上の融資を受け、今後も本制度の

支援金と同等程度の融資を受けることのできる企業に対し、12万5000ポンドから500万ポンドの間で政府が

融資する制度。

小売・接客・レジャーの事業者に対し、最大25,000ポンドの助成金を提供する。

要件は英国内の上記事業者で以下の条件で給付する。ただし法人税を払っていない事業者は対象外。

・税法上の評価額15,000ポンド以下の不動産で事業をする事業者に対しては1万ポンドを給付。

・同じく評価額（15,000ポンド超）51,000ポンド以下の不動産で事業をおこなう事業者に対しては25,000ポ

ンドを給付。

この措置の対象となる不動産は、完全にまたは主に次の用途に用いられるものである。

・店舗、レストラン、カフェ、酒場、映画館、ライブハウスなど

・集会場やレジャー施設

・ホテル、接待や会議のための施設など

DCMSが資金を提供するイニシアチブであるDigital Tech Champions networkのサポートを通じて、この1年、デ

ジタルコンテンツの開発を支援してきた。championsは現在リモートで活動しており、文化団体に1対1のサ

ポートとリソースを提供。

・リモートでの作業とコラボレーション

・視聴者との関わりを維持する

・オンライン小売と寄付を通じてセクターの収入を生み出すための戦略

・デジタル戦略、データ分析、検索エンジンマーケティング
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詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/apply-for-the-coronavirus-business-interruption-loan-scheme

詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-2

詳細情報
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-

scheme#historyy

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-2

団体・

企業

向け

一般

債務保

証、融資

支援

従業員

保護

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

＆

British Business

Bank

Coronavirus Business

Interruption Loan

Scheme (CBILS)

Coronavirus Job

Retention Scheme

HM Revenue &

Customs (HMRC)

Bounce Back Loans

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

COVID-19によって被害を被った企業に対し、最大6年にわたって最大500万ポンドの資金援助（ローン）をす

る。

また政府からはBusiness Interruption Payment（事業を中断した企業向けの支援策）を用いて借り入れ当初か

ら12か月分の手数料や利子を支援する。零細事業者にはほとんどコストを払わずに資金提供を受ける機会と

なる。

ACEのウェブサイト内で、政府、自治体、民間などの助成の紹介を行っている。

上記のスキームを利用している雇用主は、8月以降、休職させている従業員を柔軟にパートタイム雇用に戻

していくことができる。これは8月から10月末までの3か月間実行される。

英国歳入関税庁から、月2500ポンドを上限として休職中の雇用者に支払った賃金の80%を償還する。また償

還費用に加えて、国民雇用保険の保険料なども併せて支払われる。4月16日に隔離策の延期が決定したのに

伴い、受付期間は6月30日まで延長された。

新たに2000ポンドから5万ポンドの間で政府保証のローンを提供する仕組みを立ち上げる。政府はローンに

対して借り入れ当初から12か月間にわたり手数料や利息を補助する仕組み。オンラインによる簡素なフォー

ムで手続きが可能。直ちに資金が必要な企業に簡易的に提供できるものを予定している。

既にCBILSを申請している企業は基本的には申し込めない。ただし例外としてCBLISによる5万ポンドのローン

をこの枠組みに付け替えることはできる。
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https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-2

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-

covid-19

詳細情報
https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-

covid-19

詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19

詳細情報
https://www.gov.uk/guidance/check-if-your-retail-hospitality-or-leisure-business-is-eligible-for-

business-rates-relief-due-to-coronavirus-covid-19

詳細情報
https://www.gov.uk/government/news/extra-protection-for-businesses-with-ban-on-evictions-for-

commercial-tenants-who-miss-rent-payments

団体・

企業

向け

一般

従業員

保護

税負担

の軽減

その他 Protection from eviction

12-month business rate

holiday

Deferral of VAT

Ministry of

Housing,

Communities &

Local Government

HM Revenue &

Customs (HMRC)

The Coronavirus

Statutory Sick Pay Rebate

Scheme

HM Revenue &

Customs (HMRC)

2020年の3月20日から6月30日にかけて発生する付加価値税の納入を猶予する。付加価値税納入対象となる英

国内の企業すべてが対象となり、手続きは不要。

申立て資格は、1)COVID-19について従業員に法定治療費を支払った者、2)20年2月末以前にPAYE（Pay As You

Earn、源泉徴収制度）に加入している者、3)20年2月末時点で従業員250人未満である者。

申立て金額はEU委員会臨時フレームワークの下で可能な最大80万ユーロを超えることはできない。80万ド

ルは同じフレームワークの下で受給する他の支援とあわせた上限である。なお農業に対しては10万ユーロ、

漁業に対しては12万ユーロの下限金額が設定されている。

カバーされる従業員は、1)フルタイム、2)パートタイム、3)契約労働者、4)時間制をとらない契約労働者

20年3月13日以降に発病した従業員（現職、元職いずれも）について支払われた法定治療費を現行レートで

雇用主に償還する。ただし現行レート以上の治療費を支払った場合でも現行レート分までしか請求できな

い。

対象期間は従業員が勤務できなくなった第1日目から2週間。欠勤の理由は、1)COVID-19に感染、2)自宅隔離

により勤務不能、3)公の保険指針に従って身を守っていた、のいずれかに該当で良い。

従業員は申請に際して医師の診断書を雇用主に提出する必要はない。

詳細情報

商業テナントの家賃滞納による退去を6/30までは猶予する。ただし支払そのものを猶予するものではない。

この退去からの保護期間は必要に応じて延長する場合がある。

小売、接客、レジャー産業について、2020年4月から12か月間の事業税を免除する。手続きは不要。

対象は小売店、飲食店、映画館、ライブハウス・演奏会場、接客施設（ホテル、ゲストハウス、集会場な

ど）、レジャー施設（スポーツクラブ、ジム、スパなど）
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詳細情報

詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/apply-for-the-coronavirus-large-business-interruption-loan-scheme

詳細情報 https://www.bankofengland.co.uk/markets/market-notices/2020/ccff-market-notice-march-2020

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/funding/financial-support-artists-creative-practitioners-and-

freelancers

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-individuals-government-and-other-

sources#section-2

詳細情報 https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

団体・

企業向

け一般

特に

規模の

大きい

団体・

企業

向け

アー

ティス

ト向け

債務保

証、融資

支援

所得補償

Insurance
Insurance

companies
その他

Coronavirus Large

Business Interruption

Loan Scheme (CLBILS)

Department for

Buisiness, Energy

& Industrial

Strategy

＆

British Business

Bank

Self-employed -

salary/dividends - qualify

through the Coronavirus

Job Retention Scheme

HM Revenue &

Customs (HMRC)

HM Revenue &

Customs (HMRC)

Self-Employed Income

Support Scheme (SEISS)

Funding for individuals ACE

COVID-19 Corporate

Financing Facility (CCFF)
Bank of England

年間売上4500万ポンドを超える英国内拠点の企業に対し、イングランド銀行（英国の中央銀行）が短期負債

の買い取りを行うもの。

個人事業主及び自営業者のうち、自らの収入を自社法人からの給与や配当として受け取っておりSEISSの適用

対象とならない人々を対象に、Coronavirus Job Retention Schemeで救済するもの。

保障内容はSEISSと同様、過去の収入の80%相当の金額で月2500ポンドが上限となるが、支払期間は20年3月

以降の4か月間と異なる。また状況に応じて支払期間が延長される可能性がある。

COVID-19流行に伴って取引先・事業機会を失った個人事業主や自営業者が対象。

過去3年の収入実績の80%に相当する金額を、月2500ポンドを上限に支給する。期間は3か月間で20年6月か

ら支給開始の予定。なお本給付金は課税対象となるため将来的には所得税と社会保障の保険料を納める必要

がある。

アーティスト、創造活動家、フリーランスなどに対して私たちは可能な限り支援を行う。今後数カ月の間彼

らの生活や活動を支えるため、これらの個人に対し総額2000万ポンドを投じる。

なお1人あたりの助成金額は最大2500ポンド。

年間売上4500万ポンドを超える企業に対して最大2500万ポンドの資金を提供する。年間売上2億5000万ポン

ドを超える企業については最大5000万ポンドまで支援可能。

同資金は、各企業の銀行に対する債務について政府が80%の保障を与えるもので、これを通じて銀行が各企

業への融資をしやすくする効果をもたらす意図。

保険の適用は各社によって対応が異なるため、自身が加入している保険会社に問い合わせのこと。契約内容

に政府命令による封鎖や感染症その他の重大な病気に伴う損害が保障内容に含まれる保険会社については

（その契約内容に従って）履行を申し立てることができるはずである。
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詳細情報 https://www.gov.uk/universal-credit

詳細情報 https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get

詳細情報 https://www.gov.uk/employment-support-allowance

詳細情報 https://www.gov.uk/employment-support-allowance/what-youll-get

アー

ティス

ト向け

所得補償

Employment and Support

Allowance (ESA)

Universal Credit

審査期間中

13週間にわたる審査期間中は通常次の支払いを受けることができる。審査が13週を越えた場合は引き続き同

額が支給され、通過した場合は13週目以降の分について本来の支給額を追加で受け取ることができる。

・25歳未満…週58.90ポンド

・25歳以上…週74.35ポンド

審査通過後

通過後は就労可能か否かによって二つのグループに分けられる。将来的に労働に復帰する見込みの人は

work-related groupに、そうでない人はsupport groupに入る。それぞれの受給金額は

・work-related group…週75.35ポンド

・support group…週113.55ポンド

年金受給年齢未満で、障害や疾患のために労働時間に支障をきたしている人に対して適用される補助制度。

労働が不可能な人に対しては生活費を、労働可能な人に対しては復帰に向けた支援をする。現在被雇用者で

あるか、個人事業主か、失業者化を問わず申請可能。

Statutory Sick Payなど他の補助制度と併用できないことがあるが、Universal Creditとは併用可能。

標準的な支給額

・独身・25歳未満　月342.72ポンド

・独身・25歳以上　月409.89ポンド

・カップル・双方25歳未満 月488.59ポンド（カップル各人に）

・カップル・片方が25歳以上 月594.04ポンド（カップル各人に）

子どもの人数や年齢によって月100～400ポンド程度の加算あり。

月に1度（スコットランド在住者は月に2度）生活費を受給できる制度。受給資格は次の通り。

・現在低所得であるか失業していること

・18歳以上であること（一部例外的に16、17歳も可）

・本人またはパートナーが年金受給年齢未満であること

・本人とそのパートナーを合わせた貯蓄額が16,000ポンド以下であること

子どもの人数は受給資格とは無関係だが受給金額には反映される可能性がある。
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Coronavirus Job

Retention Scheme

HM Revenue &

Customs (HMRC)

The Coronavirus

Statutory Sick Pay

Rebate Scheme

HM Revenue &

Customs (HMRC)

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-individuals-government-and-other-

sources#section-2

詳細情報 https://www.gov.uk/difficulties-paying-hmrc

詳細情報
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-500-million-hardship-fund-will-provide-

council-tax-relief-for-vulnerable-households

詳細情報
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-individuals-government-and-other-

sources#section-5

https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-individuals-government-and-other-

sources#section-5

https://www.gov.uk/government/news/complete-ban-on-evictions-and-additional-protection-for-

renters

アー

ティス

ト向け

各種負担

の減免

従業員

保護

税負担

の軽減

Renter non-eviction

rights

Ministry of

Housing,

Communities &

Local Government

各自の取引先銀

行
Mortgage holidays

Ministry of

Housing,

Communities &

Local Government

Local Government

Hardship Fund

HMRC Time to pay
HM Revenue &

Customs (HMRC)

HM Revenue &

Customs (HMRC)

Self-employed deferral of

income tax payments

COVID-19流行下、人々が公的・私的を問わず賃貸住宅から退去させられることがないよう緊急立法が行われ

た。不動産所有者に対する3か月間のローン返済猶予を投資用物件にも拡大する新たな法律の制定に基づく

措置である。

同法により貸主である不動産所有者は少なくとも3か月間は借主の退去手続きを開始できないこととなっ

た。同じ期間、不動産ローンの返済猶予が投資用物件にも及ぶため貸主側も救済される内容となっている。

なお借主側の賃貸料支払いの責任がなくなったわけではない。

詳細情報

投資物件も含めた不動産のローン返済の一時猶予。各自の取引先銀行と直接交渉すること。

総額5億ポンドの予算により、2020年から21年にかけて固定資産税を含む地方税を減免する。

Local Council Tax Supportを使い、就業年齢層の固定資産税軽減に向けたさらなる施策を実施予定。

COVID-19の影響で納税が困難である場合、

・20年6月30日までの付加価値税（VAT）は21年3月31日まで猶予可能

・20年7月のSelf Assessmentは21年1月まで猶予可能

自己雇用（個人事業主、自営業など）の場合はSEISSを利用する。

個人事業主に対して、20年7月予定の納税について21年1月まで猶予する。手続きは不要。

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照
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詳細情報
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-measures-with-energy-industry-to-

support-vulnerable-people-through-covid-19

詳細情報 https://www.bbc.co.uk/arts

アー

ティス

ト向け

各種負担

の減免

その他 Culture in Quarantine  BBC, ACE

Energy bill support

Department for

Business, Energy

& Industrial

Strategy

イニシアチブの一環として、BBCおよびACEは、独立したアーティストによる約25の新作を委嘱および配信

するアーティストファンドを設立。

生活者へのエネルギー供給を確保するため政府とエネルギー産業の間で新たな緊急措置が合意された。

プリペイド式で電気やガス料金を払っており、追加料金の支払いができない利用者に対して引き続き供給を

続けるための方法について相談できることとなる。これによる受益者は400万人を超える見込み。
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対象
施策の

分類
施策 施策の主体

詳細情報
https://www.creativescotland.com/what-we-do/latest-news/archive/2020/02/coronavirus-

advice#guidance

詳細情報
https://www.creativescotland.com/what-we-do/latest-news/archive/2020/02/coronavirus-

advice#guidancee

クリエイティブ・スコットランド

文化

芸術

団体

向け

助成の

継続 ●既存の助成金（Regularly Funded Organisations, Open Project Funding, Expo Fund, Youth Music Initiativeを含む）

資金提供された活動がキャンセル、縮小、再スケジュール・延期されたか否かにかかわらず、すでに支払わ

れたすべての資金が助成される。

 

●Touring Fund

COVID-19のため、次ラウンドのTouring Fundの締め切りを延期することを決定。春の終わり/初夏に申請のた

めの基金を再開し、夏の終わり/秋の初めの決定を可能にすることを目指す。

「Open Fund：Sustaining Creative Development」は、個人や組織が今後数か月間、創造的な開発

（development）を維持するためのサポートを提供。

既存のOPFの申請はすべて、Open Project Fundの公開されたガイダンスを使用して引き続き審査されてい

る。ただし、申請者は財務的リスクと運用リスクの評価の一部として、COVID-19に関するスコットランド政

府の現在のアドバイスとガイドラインを考慮にいれる必要がある。現在のタイムスケール通りになるように

進めているが、申請者への結果の通知に関して最大2週間の遅れが予想される。

Creative Scotland既存の助成金等

Open Project Fund Creative Scotland

概要
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詳細情報 https://www.creativescotland.com/funding/funding-programmes/bridging-bursary

詳細情報

詳細情報
https://www.screen.scot/funding-and-support/screen-scotland-funding/bridging-bursary-

programme

アー

ティス

ト向け

・必要に応じて500～2,500ポンドを受給可能

・予算総額は150万ポンド

・賞歴による優劣は付けず、簡易かつ迅速な審査手続きをとる

・申請から４週間以内に審査を終えて入金することを目指す

スコットランドの映画産業（上映、配給、展開、制作もしくはポストプロダクション、劇作品か否かを問わ

ず、実写・アニメを問わず、人材・スキル養成、映画教育など）に従事するフリーランスや自己雇用の実践

者に対して１回限りで資金援助を行うもの。

※5/15確認時点では募集継続中。

・本助成はCOVID-19により文化芸術の職や活動の機会を失ったことで収入を断たれたアーティストやフリー

ランサー個人を支援するもの

・必要性に応じて500～2,500ポンドを受給可能

・予算総額は400万ポンド

・賞歴による優劣は付けず、簡易かつ迅速な審査手続きをとる

・申請から4週間以内に審査を終えて入金することを目指す

当初準備していた200万ポンドの予算に対し、応募からわずか3日間で800件超、150万ポンドに及ぶ応募が寄

せられた。

クリエイティブ・スコットランドではスコットランド政府とFreelands Foundationよりそれぞれ100万ポンド

を追加で調達し、総額400万ポンドの予算を確保してこれにあたった。

※5/15確認時点ではすでに募集は締め切られている

The Bridging Bursary (Arts

and Creative) Fund
Creative Scotland

Screen Scotland Bridging

Bursary
Screen Scotland

所得補償
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対象
施策の

分類
施策 施策の主体

詳細情報 https://arts.wales/urgent-response-fund-for-individuals

アーツカウンシル・ウェールズ

所得補償

概要

助成金額は最大2,500ポンド。最低金額は設けない。

募集は二期にわたって行われる。１期目は20年の4月14日から20日まで。二期目は同じく4月28日から5月6日

まで。応募件数が想定を上回るような場合には期間中であっても応募を締め切る場合がある。

※5/15確認時点では募集は終了。

アーツカウンシル・ウェールズによる個人向け緊急支援金。COVID-19による収入喪失や財政的困難に直面す

るフリーランスの創造活動実践者に対し短期の緊急支援を行う。

Urgent Response Fund

for Individuals

Arts Council of

Wales

アー

ティス

ト向け
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対象
施策の

分類
施策 施策の主体

詳細情報 https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

詳細情報 https://www.thefore.org/covid-19-response-raft/

https://www.facebook.com/business/boost/grants

https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-organisations-government-and-other-

sources#section-8

詳細情報 https://www.artfund.org/supporting-museums/programmes/small-project-grants

その他（民間財団等）

文化芸

術団体

向け

資金援助

チャリ

ティー

活動向

け

資金援助

概要

Art Fundは勅許により設立され110年の歴史を持つ財団。

Small project grantsは博物館、美術館、その他ビジュアルアート団体に対し最大1万ポンドを支援するもの。

COVID-19流行中も助成活動を継続しており、デジタルで提供される革新的、創造的、あるいは実験的なプロ

ジェクトに対して積極的に支援し、平常時の助成基準にあてはまらない活動に対しても相談に応じるとして

いる。

フェイスブックは、事業を展開している30か国の最大3万の小規模事業者に対し、総額1億ドル相当の助成金

と広告クレジットを提供するとしている。

The Foreはチャリティー活動や社会的事業を行う年間売上50万ポンド未満の小規模な非営利団体に助成や運

営手法のトレーニングを行う組織。

COVID-19の流行による緊急事態が収束した後の活動再開に向けた支援として、最大5000ポンド（使途は問わ

ず）を緊急に支援する。

受付は4/22から24まで。期間中でも総額が100万ポンドに達した時点で応募を締め切る。

Charities Aid Foundation（CAF）は90年の歴史を持つ財団で、チャリティー活動の支援に任じている。

COVID-19による被害を受けた小規模のチャリティー団体を支援するため、最大1万ポンドを緊急に助成す

る。対象費目は中核的な運営費、スタッフ人件費、ボランティア人件費、物品購入費、通信費、およびその

他チャリティー活動に欠かせない費用。

The Fore

The Rapid Action by The

Fore and Trusts (RAFT)

Emergency Fund

Charities Aid Foundation

Coronavirus Emergency

Fund

Charities Aid

Foundation

Small project grants Art Fund

Facebook
Facebook Small Business

Programme
詳細情報
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詳細情報 https://network.youthmusic.org.uk/youth-music-emergency-fund

詳細情報 https://www.artfund.org/supporting-museums/programmes/curatorial-network-grants

Youth Music

Emergency Fund
Youth Music

詳細情報 https://filmtvcharity.org.uk/covid-19-help-advice/

詳細情報 https://filmtvcharity.org.uk/covid-19-help-advice/community-grants/

資金援助

文化芸

術団体

向け

アー

ティス

ト向け

所得補償

Youth Musicは若い音楽家を支援するための財団。

COVID-19流行を受けた支援として、緊急に資金が必要な個人と団体に対し最大1万ポンドを助成する。本支

援では平常時の助成基準にあてはまるか否かは問わない。

Network grants Art Fund

Youth Music
Youth Music Emergency

Fund

FILM+TV CHARITY
Community Grants

scheme

Covid-19 Film and TV

Emergency Relief Fund
FILM+TV CHARITY

Art Fundは勅許により設立され110年の歴史を持つ財団。

Network grantsは博物館学芸員などの専門家同士のネットワーク（SSNs）づくりを資金援助するもので、

ワークショップ、博物館の活動を支える各種のツール作成、専門家の養成、スキルの育成、新たなネット

ワーク作りなどの活動に活用できる。

5000ポンドまでを助成するsmall grantsと5000ポンド以上を助成するlarge grantsからなる。

映画・テレビ・映画館産業の従事者で、仲間同士の助けにつながる活動をする人々に対し150～250ポンド程

度、最大で1,000ポンドの小学助成を行う。

この危機の中、映画・テレビ・映画館産業の人々は繋がりと相互扶助を必要としている。この助成金は孤独

の解消、人々同士の結びつけ、技術の向上や共有、キャリア形成、財政面のアドバイスなどを行う草の根の

組織や個人を応援するためのものだ。

助成対象となる費用としては、運営コスト、ソフトウェア費用、ビデオ会議費用、翻訳費用、ソーシャルメ

ディアでのマーケティング費用などが含まれるものと考えている。

ネットフリックスより100万ポンドの寄付を受け、英国映画協会とともに運営するファンドを設立した。

COVID-19による影響を被った映画・テレビ・映画館産業の現役従事者で、SEISS（個人事業主対象の政府によ

る所得補償制度）の対象とならない人（対象であっても月800ポンド未満の支援しか得られない人も）に対

し、1回限りで500ポンドから2500ポンドを給付する。

※5/15に確認した時点では募集を停止している。

既出：リンク先参照　※個人も支援対象

COVID-19流行中も、オンライン・カンファレンス、ウェブセミナー（webinars）、ウェブコンテンツの提

供、オンラインでの共同プロジェクトなど、リモート環境で活動する専門家たちを支援し、平常時の助成基

準にあてはまらない活動に対しても相談に応じるとしている。

14 / 17 ページ

https://network.youthmusic.org.uk/youth-music-emergency-fund
https://www.artfund.org/supporting-museums/programmes/curatorial-network-grants
https://filmtvcharity.org.uk/covid-19-help-advice/
https://filmtvcharity.org.uk/covid-19-help-advice/community-grants/


資料１ 2020年5月25日現在

詳細情報 https://filmtvcharity.org.uk/covid-19-help-advice/

詳細情報 https://www.directorscf.org/guidance-for-applicants

詳細情報 https://www.a-n.co.uk/about/freelands-foundation-emergency-fund/

詳細情報 https://freelandsfoundation.co.uk/covid-19-support

詳細情報 https://www.musiciansunion.org.uk/hardshipfund

アー

ティス

ト向け

所得補償

Musicians' Union

Hardship Fund
Musicians' Union

Freelands Foundation

Emergency Fund

Freelands

Foundation

&

a-n The Artists

Information

Company

Directors

Charitable

Foundation

Directors Support

Scheme（DSS）

COVID-19 Repayable

Grant Scheme
FILM+TV CHARITY

COVID-19対策として100万ポンドの基金を創設し、音楽家組合のメンバーに提供する。

１人あたりの助成金額は最大200ポンドに設定する。

審査は３営業日以内に行われメールで各人に結果通知する。受理された場合は200ポンドを決定後5営業日以

内に振り込む。

総額300万ポンドの残り150万ポンドについては、100万ポンドをクリエイティブ・スコットランドのCreative

Scotland Bridging Bursaryに、50万ポンドをアーツカウンシル・ウェールズの個人向け緊急対策基金に、それ

ぞれ提供する。

Freelands Foundationは教育分野（特に芸術教育）への支援を主眼とする財団。

今回の事態に対しFreelands Foundationは総額300万ポンドを投じてフリーランスの創造活動実践者を支援す

るが、そのうち150万ポンドをa-n社と共同で行うFreelands Foundation Emergency Fundに用いる。

本取組みではイングランドと北アイルランドに在住するビジュアルアーツ分野のアーティストやフリーラン

サーに対して1人につき必要に応じて1,500～2,500ポンドの助成金を支給する。なお予算の振り分けはイング

ランドに100万ポンド、北アイルランドに50万ポンドである。

各方面のディレクター職（TVディレクター、オペラディレクターetc）にある人を対象とする助成金。

多数の応募に鑑み以下の条件にあてはまる人を優先する。

1.もっとも支援を必要とする人

2.財政的基盤が特に脆弱な人、あるいは政府の支援を受けることができない人

3.ディレクター業が過去または現在に主要なキャリアだった人

助成金額は100ポンドから1,000ポンドを予定。

COVID-19流行期間中は審査を急ぎのものとし、申請から21日以内を目途に審査して給付する予定。

映画・テレビ・映画館産業に従事する個人事業主でSEISSの対象となる人に、6月のSEISS支給までの間の当座

の資金援助を行うもの。受給者は政府からSEISSの支払いが生じた際にはこの支援金を変換する必要がある

（ただしSEISSが支給されなかった場合は返還の必要はない）。
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詳細情報 https://www.actorsbenevolentfund.co.uk/about

https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/covid-19-support-individuals-government-and-other-

sources#section-4

https://www.trtf.com/helpandadvice-1

詳細情報 http://www.royalvarietycharity.org/news/detail/assistance-for-those-affected-by-covid-19
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FINANCIAL ASSISTANCE -
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Fund
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全英のエンターテインメント産業の従事者に資金援助をするもの。

個別の支援金額や予算総額は公表されていない。

傷病により就労困難となった舞台芸術の世界で働くすべての人に、年齢を問わず支援する。ただし舞台芸術

でのキャリアが最低でも7年あることが必要。

個別の支援金額や予算総額は公表されていない。

直近では5月3日に第１次募集を締め切っており、後日第２次募集を行う予定と案内されている。

※5/15確認時点の情報。

The Actors’ Benevolent Fund（ABF）は135年の歴史を持つ演劇分野の俳優やステージマネジャーを支援する民

間基金。

COVID-19によって影響を被った人で、Universal CreditやEmployment Support Allowanceといった政府の緊急援

助に該当する人を対象に助成の受付を行っているが、個別の支援金額や予算総額は公表されていない。

基金の案内では、相談件数が多すぎることもあり助成基準にあてはまっても助成できない場合がある旨の注

意書きを掲載している。

※5/15確認時点の情報。

詳細情報
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詳細情報 https://www.prsformusic.com/c/emergency-relief-fund

詳細情報 https://prsformusic.formstack.com/forms/emergency_relief_fund

所得補償

アー

ティス

ト向け

PRS for Music
PRS Emergency Relief

Fund

募集期間は5/15までとされていたが、応募多数によりそれ以前に打ち切りとなった。現在PRSでは第２次募

集を検討中としている。

また4月17日までの応募については数営業日中に回答を行いたいとしている。

※5/15確認時点の情報。

PRS for Musicは英国最大手の音楽著作権管理団体。

PRS Members’ FundとPRS Foundationの資金により、RPSメンバー向けの緊急支援を実施している。

対象は世界各地のPRSメンバーで、必要に応じて最大1,000ポンドを支給する。

対象者の基準は

・PRS作詞作曲家メンバーであること

・遅くとも2018年１月以降加盟していること

・2018年１月以降（直近2020年４月配分の分も含め）、累計で最低500ポンドの著作権料を得ていること

・COVID-19による失職で困窮していること
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