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第１章  各種事例調査等 

１．制度設計ワーキンググループ関連 

認定・審査に関わる事例 

 本調査では、認定・審査に関連する事例調査を行った。事例の整理にあたっては、外部ス

テイクホルダーからの信頼感、ビジネスへの直結性、審査の実質性という観点から整理を行

うことで、これらのバランスの在り方を踏まえて、適正化機関の認定制度におけるバランス

の設計の参考にした。ここでは、制度設計ワーキンググループで紹介した一部の事例につい

て紹介する。 

 

①フランス・国立映画センター（CNC）の審査事例 

 興行、製作・配給、テレビ事業者、VoD 事業者など映像に関わる多様なステイクホルダ

ーから税金を徴収。 

 徴収された税金は CNC が管理し、映画産業への支援に補助金として使用。2019 年実績

でみると、約 6 億 6,400 万ユーロが映画産業への支援に回っている。 

 映画産業に係る主体に向けた自動助成制度を有する点が大きな特徴。 

 

図表 1 CNCの助成審査のイメージ 

 
資料)CNC「Agrément des investissements」より 

https://www.cnc.fr/documents/36995/145608/Dossier+%C3%A0+constituer+-

+agr%C3%A9ment+des+investissements.pdf/204a86fa-c9a0-36f5-2f04-b3a334e0144c 

 

  

映画制作者

CNC
フランス国営映画振興組織

が審査業務を担当

外部ステイクホルダーから
の信頼感：高

劇場

CNCによる自動補助
および審査による選択補助

ビジネスへの直結性：高

映画配給会社

CNCによる自動補助
および審査による選択補助

ビジネスへの直結性：高

CNCによる自動補助
および審査による選択補助

ビジネスへの直結性：高

審査・補助金額決定

撮影場所、制作者、演者等のフラ
ンス国籍等を書面内容を踏まえて
審査（ポイント付与）。ポイントに
応じて助成。
粒度の細かい財務情報の提出も
求められており、提出された内容を
もとに、審査を行い、助成額が確
定する。

審査の実質性：高
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②映倫 

 日本において、厳格性の高い認定制度の事例として映倫が挙げられる。 

 映倫は、1956 年のいわゆる「太陽族映画」に対する批判を契機に、当時の文部省が規

制法案を準備したことを受け、業界が自主的に設立。 

 「ビジネスへの直結性」、「審査の実質性」、「外部ステイクホルダーからの信頼感」、を

高い次元で備えるよう、制度設計されている。 

 

図表 2 映倫の審査のイメージ 

 

 

  

映画製作者

申請

映画配給会社

宣伝・配給依頼

一般財団法人
映画倫理機構

職員は映連各社から転籍し審査
を実施。第三者委員会の設置。

外部ステイクホルダーからの信
頼感：高

配給

劇場
（全興連加盟社）

レイティングを付した映画のみ上映

ビジネスへの直結性：高

審査・レイティング付与

複数職員が全作品を目視で確認

審査の実質性：高

映画倫理委員会

第三者の専門家（学識・
弁護士等)により構成

チェック
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③くるみん・プラチナくるみん認定 

 政府による認証制度の例として、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動

計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、

基準を満たしたことを示す書類を添付したうえで申請を行うことで、「子育てサポート

企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができる。 

 認定制度の趣旨の沿った取組の導入が進み、さらに高い水準の取組を行っている企業

を評価しつつ、継続的な取組を促進することを目的とした、より高い基準の認定（プラ

チナくるみん認定）も設計されている。 

 「ビジネスへの直結性」を持たせるための仕組みとして、政府による公共調達を実施す

る場合、認定企業を加点評価する仕組みも設けられている。 

 

 図表 3 くるみん認定・プラチナくるみん認定のイメージ 

 

 

  

企業

厚生労働省

都道府県労働局が審査を実施

外部ステイクホルダーからの信頼感：高

「一般事業主行動計画」の実施後に認定を
申請。認定のための項目を満たしたことを証明

する書類も添付する。

審査の実質性：高

審査・認定
公共調達における加点要件

ビジネスへの直結性：中

申請
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④本調査における審査制度と類似事例の整理 

 認定制度では、審査と自己宣言と通報対処の３つの軸を参考にして制度を設計してお

り、それぞれ以下の事例を参照した。 

 

図表 4 本調査と関連事例 

 

 

  

自己
例）製作委員会

制作会社

二者
例）制作会社

フリーランス

第三者

②自己宣言
（例）
・SECURITY ACTION
（(独)情報処理推進機構）
・パートナーシップ構築宣言
（全国中小企業振興機関協会）
・東京都による、新型コロナに対応
する飲食店向けのステッカー

③通報対処
（例）・日本広告審査機構（JARO）

①審査
（例）
・映画倫理機構
・シェアリングエコノミー認証
・安全優良企業公表制度

協約

契約関係

通報

審査・認定

作品
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２．認定基準策定ワーキンググループ関連 

基準策定に関わる事例 

 本調査では、他国における映画制作現場での就業ルールに関連する事例調査を行った。事

例の整理にあたっては、米国におけるギルド協約1、韓国における映画産業標準契約2の二つ

について調査を行った。ここでは、認定基準策定ワーキンググループで紹介した以下の 5 つ

の観点について紹介する。 

 

①総就業時間の上限に関する事例 

 米国の場合、それぞれのパート、撮影場所等の条件によって数字は異なるものの、総就

業時間の上限は 12～14 時間となっている。上限を超えた就業時間に対しては、2 倍～

2.5 倍の割増報酬を支払わなければならない。 

 韓国の場合、法定基準勤労時間の 1 週 40 時間が適用されるが、映画産業労使団体協約

に従い週 40 時間を超過し延長勤労することができ、1 日の勤労時間は 12 時間に設定さ

れている。8 時間から 12 時間の間の就業には時間給の 1.5 倍、12 時間以上の場合は 2

倍を支払わなければならない。 

 

図表 5 総就業時間の上限例 

 米国 韓国 

総就業時間

の上限例 

12-14 時間 12 時間 

 

②インターバル制に関する事例 

 米国の場合、それぞれのパート、撮影場所等の条件によって数字は異なるものの、9～

11 時間のインターバルを設定しなければならない。 

 韓国の場合、インターバル制に関する規定は設けられていない。 

 

図表 6 インターバル制の例 

 米国 韓国 

インターバ

ル制の例 

9-11 時間 なし 

 

                                                        
1 ここでは、代表的な例として IATSE の基本合意を参照している。 

詳細は” 2019 JEFFORDS RULES HOLLYWOOD BASED FILM PRODUCTION GUILD & UNION RULES BY 

SUBJECT”を参照。 
2 KOFIC が中心となって取りまとめた団体協約に基づいている。 
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③休日の取得に関する事例 

 米国の場合、週に 2 日の休日取得が定められている。休日に撮影する場合、6 日目は 1.5

倍、7 日目は 2 倍の割増報酬を支払わなければならない。 

 韓国の場合、週に 1 日の休日取得が定められている。業務上やむを得ない事情により週

休日を変更しようとする場合、スタッフ代表と合意しなければならない。 

 

図表 7 休日の取得例 

 米国 韓国 

休日の取得

例 

週 2 日 週 1 日 

 

④休憩の頻度に関する事例 

 米国の場合、6 時間ごとに、30 分以上 1 時間未満の食事休憩を取らなければならず、違

反した場合には、一定額の補償を行わなければならない。 

 韓国の場合、4 時間の場合には 30 分以上、8 時間の場合には 1 時間以上の休憩を取得

しなければならない。 

 

図表 8 休憩の頻度例 

 米国 韓国 

休憩の頻度

例 

6 時間ごとに、30 分以上 1 時間未

満の食事休憩 

4 時間の場合には 30 分以上、8 時間

の場合には 1 時間以上の休憩 

 

⑤契約書面に関する事例 

 米国の場合、ギルド会員はギルドで定められたルールを順守した契約書を受け取るこ

とが必須となっている。 

 韓国の場合、標準契約書の利用は補助金の取得の要件となっている。 

 

図表 9 契約書面に関する規則例 

 米国 韓国 

契約書面に

関する規則

例 

ギルドメンバーは必須 標準契約書の利用は補助金要件 
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⑥安全管理・ハラスメントに関する事例 

 米国では、業界全体での取り組みとして、現場の安全確保のためガイドラインを作成し

ている3。ここでは、銃の使用やヘリコプター、スタントといった撮影のケースごとに

ガイドラインを作成し、公開している。 

 また、ハラスメント防止のため、プロデューサーギルドにおいてガイドラインを作成す

るなど、取り組みがなされている4。 

  

                                                        
3 Safety Bulletins – Contract Services 

https://www.csatf.org/production-affairs-safety/safety-bulletins/ 
4 Producers Guild of America Independent Production Safety Initiative (IPSI) 

https://producersguild.org/ipsi/ 
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３．人材育成等ワーキンググループ関連 

既存の人材育成施策（制作技術関連） 

本調査では、文化庁事業や特定非営利法人映像産業振興機構（VIPO）等によって実施さ

れている、既存の人材育成施策について事例調査を行った。ここでは、人材育成等ワーキン

ググループで紹介した一部の事例について紹介する。 

 

①文化庁委託事業「映画スタッフ育成事業」 

 文化庁では、将来の映画産業を支える制作現場スタッフを持続的に育成することを目

的に、「映画スタッフ育成事業」を実施している。 

 特定非営利法人映像産業振興機構（VIPO）が事務局となり、映画撮影インターンシッ

プの募集を行っている。（予算：約 2,800 万円） 

 

図表 10 「映画スタッフ育成事業」インターンシップの流れ 

 

〇実習期間   ：学生の推薦や受け入れ作品の申し込み受け付けは随時行う。期間は原則１か月を上限とする。 

〇対象作品   ：原則、劇場用映画の制作現場とする。それ以外は事務局が適当と判断した作品を対象とする。 

〇対象学生   ：原則、映像関連の教育を一定期間以上受けた学生とする。（在校生、日本国籍、日本の永

住権を有する者） 

〇対象制作会社：インターンシップの趣旨を理解し、インターンを指導するにあたり人的及び物的環境の整った制作

現場に限定する。 

 

資料) 各種情報及び図表は、文化庁委託「映画スタッフ育成事業」映画撮影インターンシップ募集ウエブ

サイトより 

https://vipo-cinema-intern.jp/ 
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②文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト」 

 文化庁の委託事業として、特定非営利法人映像産業振興機構（VIPO)では 2006 年より

「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト」を企画している。（予算：約 1 億 4,000 万円） 

 HP によると、「在野の優れた若手映画作家の発掘と育成を行い、本格的な映像制作技術

と作家性を磨くために必要な知識や技術を継承するためのワークショップや制作実習

を実施すると同時に、新たな才能の発掘を目的とした作品発表の場を提供することで

若手映画作家を支援し、日本映画の活性化を目指しています」とある。 

 2020 年度の製作実地研修では、シナリオ開発と 35mm フィルムによる撮影で、完成尺

25 分～30 分の短編映画の制作を行う。ワークショップを経て、製作実地研修への参加

者が決定されており、毎年３～５名程度の若手作家が製作を行っている。 

 

図表 11 プロジェクトの概要 

 
資料) 各種情報及び図表は、文化庁委託「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」ウエブサイトより 

http://www.vipo-ndjc.jp/  
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③職能団体による人材育成施策 

 映職連及び各職能団体において実施されている人材育成等の施策には、下記のような

ものがある。 

 多くの団体に共通するものとして、協会誌等による各職能に関する情報提供や、各種助

成金についての情報提供、福利厚生（保険等）の提供、映画館優先入場、日本アカデミ

ー協会への推薦、文化庁「新進芸術家海外研修（海外）」「芸術インターンシップ研修員

（国内）」といった、芸術全般に関する研修員の推薦制度等がある。 

 

図表 12 職能団体による人材育成施策 

職能団体 人材育成関連施策（一部抜粋） 

日本映像職能連合 
・フリーランスのための確定申告勉強会 

・著作権勉強会 

日本映画監督協会 
・法律相談／税務相談 

・福利厚生の提供（健康保険、退職金共済など） 

日本映画撮影監督協会 
・撮影助手育成塾（終了） 

・技術委員会等の取組（映像制作に関わる研究会やセミナーの開催など） 

日本映画・テレビ照明協会 
・フリーランスの社会保障＆お金の勉強会 

・安全管理等の取組（フルハーネス型墜落制止用器具特別教育開催など） 

日本映画・テレビ録音協会 
・新人育成優遇（２年間セミナー・勉強会等の会費を半額とする） 

・技術セミナー（「Dolby Atmos Web セミナー」など） 

日本映画・テレビ美術 
監督協会 

・映画美術スタッフ塾（文化庁委託事業「次代の文化を創造する新進芸術家

育成事業」） 

日本映画・テレビ編集協会 ・JSE 賞（優れた技術、感性、創造性を持つ編集者を表彰する制度） 

日本シナリオ作家協会 
・連続特集上映会、シナリオ倶楽部 

・各種表彰制度（新人シナリオコンクール、シナリオ功労賞） 
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社会保障制度 

本調査では、適正化機関に備えることが期待される機能として、健康保険組合、労働者

災害補償保険等の社会保障制度に関する事例調査を行った。ここでは、人材育成等ワーキ

ンググループで紹介した一部の事例について紹介する。 

 

①健康保険組合：文芸美術国民健康保険組合 

 文芸・美術及び著作活動に従事する者を対象とする健康保険組合に、「文芸美術国民健

康保険組合」がある。 

 保険料は収入によらず一定となっており、収入が大きくなるほど、組合に所属しない場

合の国民健康保険よりも割安となる。 

 

図表 13 文芸美術国民健康保険組合 
 

文芸美術国民健康保険組合 

概要 フリーランスとして文芸、美術及び著作活動に従事する者とその家族が加入できる健康
保険 

設立 昭和 28 年（1953 年） 

加入条件 ・日本国内に住所を有し、文芸・美術及び著作活動に従事する者（編集者・ライター・
作家・イラストレーター・画家・演劇関係者・放送関係者・映画関係者など） 

・組合加盟団体の会員あるいはその家族であること（※団体に法人格等の定めはな
い） 

加入者数 15,875 人（令和２年度） 

保険料 ・医療分・後期高齢者支援金分（計）：組合員 19,900 円／月、家族 
10,600 円／月 

・介護保険料：4,300 円／月 

給付内容 ・医療費（組合員・家族３割負担、未就学児２割負担、70～74 歳２又は３割負
担）、高額医療費 

・出産育児一時金、葬祭費、保健事業（健康診断費用の助成など） 

財源 保険料及び、国庫支出金、都費補助金 

 

資料) 文芸美術国民健康保険組合ウエブサイトより 

http://www.bunbi.com/index.html 
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②健康保険組合：東京芸能人国民健康保険組合 

 芸能の仕事に従事する者を対象にする健康保険組合に、「東京芸能人国民健康保険組合」

がある。 

 保険料は世帯ごとに賦課され、ベースとなる均等割額及び、世帯人数による世帯平均割

額に、収入による所得割額が加算される。 

 

図表 14 東京芸能人国民健康保険組合 
 

東京芸能人国民健康保険組合 

概要 フリーランスとして芸能の仕事に従事する者とその家族が加入できる健康保険 

設立 昭和 27 年（1952 年） 

加入条件 ・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県下野市、静岡県浜松市、静岡県熱海
市、京都府京都市に在住し、芸能の仕事に従事する者（実演家及び、照明・カメ
ラ・舞台美術などの関係者） 

・所定の審査を通った個人又は組合加盟団体の会員、あるいはその家族であること
（※団体に法人格等の定めはない） 

加入者数 8,626 人（平成 30 年度） 

保険料 ・医療分：均等割額（3,800 円×加入者数）＋世帯平均割額＋所得割額 

（所得割額は、収入に応じて、1,000 円／月～30,000 円／月の間で変動） 

・後期高齢者支援金分、介護保険料：同様に 均等割額＋所得割額 

給付内容 ・医療費（組合員・家族３割負担、未就学児２割負担 70～74 歳２割負担）、
高額医療費 

・出産育児一時金、葬祭費、入院見舞金、移送費、療養費 

財源 保険料及び、国庫支出金、都費補助金 

 

資料) 東京芸能人国民健康保険組合ウエブサイトより 

http://geino-kokuho.sakura.ne.jp/top.html 
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③労働者災害補償保険：特別加入 

 労災保険は、本来雇用者の保護を目的とするものであったため、事業主、フリーランス

等は保護の対象ではなかった。 

 ただし、「中小事業主」「一人親方等」「特定作業従事者」「海外派遣者」は特別加入制度

によって保護されており、厚労省において、これらの対象拡大について議論が行われた。 

 特別加入団体としての資格を得ることで、構成員に労災保険を適用することができる。 

 

図表 15 特別加入の要件 
 

特別加入の要件 

中小事業主 
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること 

・労働保険の事務処理を全国労働保険事務組合連合会に委託していること 

一人親方 

その他の自営業者 

・一人親方等の団体（特別加入団体）の構成員であること 

（一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の
適用を行う） 

特定作業従事者 

※特定作業従事者とは、特定農作業従事者、家内労働者、介護作業従事
者・・・等を示す 

・特定作業従事者の団体（特別加入団体）の構成員であること 

（特定加入団体を事業主、特定作業従事者を労働者としてみなして労災保
険の適用を行う） 

海外派遣者 
・派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業（有期事

業を除く）について、労災保険の保険関係が成立していること 

 

資料) （一社）全国労働保険事務組合連合会ウエブサイトより 

https://www.rouhoren.or.jp/what/special.html 

厚生労働省 HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html 
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その他の施策 

本調査では、制作技術の向上を目指す人材育成施策の他にも、技術向上を支える取組と

して、制作管理効率化に関する事例調査や、ハラスメント講習等のコンプライアンス向上

に関する事例調査を行った。ここでは、人材育成等ワーキンググループで紹介した一部の

事例について紹介する。 

 

①制作管理効率化に関する取組 

 株式会社フィルムソリューションズでは、J-LOD を活用して「映画制作工程の相互連携

型管理システム開発」事業を実施している。映画やドラマ等の実写映像製作における管

理体制強化を目的としたシステムを開発した。 

 主な機能は①製作経理、②電子契約、③勤怠管理であり、特に製作経理は国際スタンダ

ード形式に則っているため、海外パートナーとの親和性が高く、ロケ誘致や米系配信プ

ラットフォーマーとの協業など、日本のコンテンツ制作産業における国際化に寄与で

きる。 

 製作経理専門会社及び大手映画会社で 2020 年 1 月より過去の作品をサンプルとして実

証実験を行い、いずれも問題なく利用できた。 

 

図表 16 制作管理システムイメージ 

 
資料) 各種情報及び図表は、映像産業振興機構ウエブサイトより 

https://www.vipo.or.jp/j-lod2019-

case/%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%88%B6%E4%BD%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%AE%E7%9

B%B8%E4%BA%92%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%9E%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%B7%E3%8

2%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA/ 
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②ハラスメント防止研修 

 第 42 回日本アカデミー賞等を受賞した『孤狼の血』の第２弾となる『孤狼の血Ⅱ』（仮）

では、クランクイン前に全キャスト・スタッフを集め、「リスペクト・トレーニング」

を行った。 

 本作品を監督した白石和彌が、「みんなが楽しい、働きやすい環境で映画を作りたい、

という思いが強く、今回のリスペクト・トレーニングを『孤狼の血Ⅱ』（仮）の撮影前

に全員で勉強したい」と東映に提案したことにより実現したという。 

 リスペクト・トレーニングは、日本では主に Netflix 製作の作品において実施されてい

る。約１時間にわたり、「差別」や「パワーハラスメント」「セクシュアルハラスメント」

の定義や、受けた場合の対処法などが説明される講習である。 

 今回の講習は職場でのハラスメント対策をサポートしてきた「ピースマインド株式会

社」によるもので、実際に撮影現場で問題が発生した場合の対処方法なども資料ととも

に解説された。 
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４．労働政策をめぐる動向に関する調査 

①労働基準法の「労働者」の判断基準について 

労働基準法研究会報告「労働基準法の「労働者」の判断基準について」 

１．仕様従属性に関する判断基準 

（１）「指揮監督下の労働」に関する判断基準 

イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 

ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 

（イ）業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 

（ロ）その他 ※使用者の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事すること

がある場合、指揮監督を受けていると判断 

ハ 拘束性の有無 ※勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは一般的には指揮

監督関係の基本的要素。しかし、業務の性質上等を踏まえて見極められる。 

ニ 代替性の有無 －指揮監督関係の判断を補強する要素－ ※本人に代わって他の者が労務を

提供することが認められているか。この場合指揮監督関係を否定する要素となる。 

（２）報酬の労務対償性に関する判断基準 ※報酬が時間給を基礎として計算される等労働の

結果による較差が少ない、一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合に「使用

従属性」を補強する。とされている。 

 

２． 「労働者性」の判断を補強する要素  

（１）事業者性の有無 

イ 機械、器具の負担関係 ※本人が所有する機械、器具が著しく高価な場合には自らの計算と危

険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」の性格が強い。 

ロ 報酬の額 ※正規従業員に対して著しく高額である場合には、労務提供による賃金ではなく、自

らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」とみなされ、「労働者性」を弱める。 

ハ その他 ※業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認められている等の点を

「事業者」としての性格を補強する。 

（２）専属性の程度 ※専属性がないことをもって労働者性を弱めることにはならないが、「労働者

性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつとなる。 

イ※他社業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合、

専属性の程度が高く、当該企業に従事していると考えられ「労働者性」を補強 

ロ※報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、生計を維持しうる

程度のもの等、報酬に生活保障的な要素が強い場合には「労働者性」を補強 

（３）その他 ※①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であ

ること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としてい

ること、④服務規律を適用していること ※服務規律とは労働者が守るべき行為規範（服装や業務

姿勢など）を指す、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等、「使用者」がそのものを自ら労

働者と認識していると推認される点を「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがある。 
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①裁判例 

参考：労働基準法上の労働者性に関する裁判例 

新宿労基署長事件（平成 14 年７月 11 日東京高裁） 

■判決概要 ※労働者性が認められた 

映画製作においては、撮影技師は、監督のイメージを把握して、自己の技量や感性に基づき、映像

に具体化し、監督は、映画製作に関して最終的な責任を負うというものであり、本件映画の製作にお

いても、レンズの選択、カメラのポジション、サイズ、アングル、被写体の写り方及び撮影方法等について

は、いずれもＣ監督の指示の下で行われ、亡Ａが撮影したフィルム（カットの積み重ね）の中からのカ

ットの採否やフィルムの編集を最終的に決定するのもＣ監督であったことが認められ、これらを考慮する

と、本件映画に関しての最終的な決定権限はＣ監督にあったというべきであり、亡ＡとＣ監督との間

には指揮監督関係が認められるというべきである。 

亡Ａの本件映画撮影業務については、亡ＡのＢプロヘの専属性は低く、Ｂプロの就業規則等の服

務規律が適用されていないこと、亡Ａの本件報酬が所得申告上事業所得として申告され、Ｂプロも

事業報酬である芸能人報酬として源泉徴収を行っていること等使用従属関係を疑わせる事情もある

が、他方、映画製作は監督の指揮監督の下に行われるものであり、撮影技師は監督の指示に従う

義務があること、本件映画の製作においても同様であり、高度な技術と芸術性を評価されていた亡Ａ

といえどもその例外ではなかったこと、また、報酬も労務提供期間を基準にして算定して支払われてい

ること、個々の仕事についての諾否の自由が制約されていること、時間的・場所的拘束性が高いこと、

労務提供の代替性がないこと、撮影機材はほとんどがＢプロのものであること、Ｂプロが亡Ａの本件報

酬を労災保険料の算定基礎としていること等を総合して考えれば、亡Ａは、使用者との使用従属関

係の下に労務を提供していたものと認めるのが相当であり、したがって、労基法９条にいう「労働者」に

当たり、労災保険法の「労働者」に該当するというべきである。 

資料)厚生労働省「雇用類似の働き方に関する検討会 報告書 参考資料集」より 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000201118.pdf 
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第２章  映像制作適正化機関（仮称）設立に向けた関連資料 

１．ガイドライン骨子のイメージ 

 

第１章  はじめに 

１．本ガイドライン策定の背景 

 映画制作スタッフをめぐる就業環境に関する背景 

 フリーランスにおける各種政策的な動向に関する背景 

 背景を踏まえた本ガイドライン策定の目的 

 

２．「映画制作現場の適正化」とは 

 映画制作現場の適正化とは、「既存の各種法令において適法であることを前提に、映画

製作者(製作委員会)と制作会社、フリーランスが対等な関係を構築し、公正かつ透明な

取引の実現が図られること。特に映画の作り手であるフリーランスが、独立した事業者

として、能力・ネットワークなどの専門性を生かし、安全・安心して映画制作に集中し

て働ける環境が作られること」を指す。 

 本定義における「適法である」とは「独占禁止法」、「下請法」、「下請中小企業振興法」、

場合によっては労働法制などのルールが守られた状態であること。「公正かつ透明な取

引」とは、各団体間の協約を締結することに加えて、個別の作品についてもあらかじめ

関係者間で契約書が交付され、あらかじめ明示的に合意されている状態をそれぞれ指

す。 

 

３．本ガイドラインの位置づけ 

 「映画制作現場の適正化」の定義を踏まえたみずから自主的なルールを定める。 

 

４．スタッフの独立性について 

 映画制作スタッフに関する特徴とフリーランスに関する認識を記載する。 

 

５．本取り組みのフォローアップならびに評価の期日 

 本ガイドラインの見直し（※）や評価に関する期日（３年以内に見直す等）について記

載する。 

（※）映像の対象範囲の変更やそれに伴うステイクホルダーの見直しも含む 
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第２章  適正取引に向けたルール 

１．全体概要 

 認定基準 WG などで議論してきた 10 の評価項目の全体像について記載。 

 

２．各項目の詳細 

（１）映画製作者（製作委員会）-制作会社間の取引 

 認定基準 WG などで議論してきた①契約書面～③スケジュール等の評価項目について

文章で説明する。 

 

（２）制作会社-フリーランス間の取引 

 認定基準 WG などで議論してきた④就業時間～⑩ハラスメントの評価項目について文

章で説明する。 

 

第３章  参考資料編 

（１）発注書ひな型 

 制作会社からフリーランスに対する発注書ひな型の記載例を添付する。ただし、利用は

任意とする。 

 

（２）本ガイドラインに関わる連絡先 

 本ガイドラインに関する連絡先が記載される。 
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２．協約骨子のイメージ 

 

製作者-制作会社-職能団体間の協約（骨子案） 

 

【一般社団法人日本映画製作者連盟】（以下「甲」という）と【協同組合日本映画製作者協

会】（以下「乙」という）、【（協約に賛同する職能団体名が連なる予定）】（以下「丙」という）

とは、甲が製作する実写映画の制作業務に関し、以下の通り合意する。 

 

第１条（目的） 

 本協約の目的、適正化の定義について記載する。 

 

第２条（認定制度の定義等） 

 認定制度、ガイドラインなど本契約書に用いる用語の定義を記載する。 

 

第３条（対象作品） 

 認定制度を利用する対象となる作品を定義する。 

 

第４条（制作上の遵守事項） 

 甲と乙は、認定制度を利用する場合、ガイドラインに定めた内容に従って制作環境の管

理を行わなければならない旨を記載する。 

 

第５条（認定の取得） 

 甲と乙は、第 3 条に定める対象作品について、特段の事由がない限り映像適正化機関に

よる作品認定に申請する。利用がない場合には、関係各所に通知する旨を記載する。 

 

第６条（調査への協力） 

 甲と乙は、映像制作適正化機関の行う調査に協力する旨を記載する。 

 

第７条（製作者の責任） 

 甲は製作者としての管理責任を負う旨を記載する。 

 

第８条（協約の改定） 

 本協約は協約締結日より 3 年間有効とする。ただし、期間満了までに甲、乙又は丙より

改訂の申し出がない時には、本協約と同一条件でさらに 3 年間継続し、以後も同様とす
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る。改訂の申し出がなされた場合、相手方は協議に対し誠実に対応する義務を負う旨を

記載する。 

  （※）映像の対象範囲の変更やそれに伴うステイクホルダーの見直しも含む 

 

第９条（第三者のためにする契約/民法第 537 条） 

 本協約は、甲、乙及び丙の会員社でなくとも、民法第 537 条の規定により、当事者が本

協約の趣旨に合意した場合には、本協約の内容が有効に作用する旨を記載する。 

 

以上、本契約書成立を証して本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上各１通を保有する。 

 

●●●●年●月●●日 

 

甲     【一般社団法人日本映画製作者連盟】 

          

 

 

 

       乙    【協同組合日本映画製作者協会】 

 

 

 

       丙    【職能団体】 
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３．運用指針のイメージ 

第 1 章 はじめに 

１．本認定制度の背景・目的 

 本認定制度は、映画制作の持続的な発展に向けて、制作会社とフリーランス、映画製作

者（製作委員会）と制作会社の取引関係の構築において、適法を超えて、適正であるべ

き映画制作現場を認定するものである。本認定制度は認定基準と申請・審査方法により

構成されている。 

 

２．「映画制作現場の適正化」とは 

 映画制作現場の適正化とは、「既存の各種法令において適法であることを前提に、映画

製作者(製作委員会)と制作会社、フリーランスが対等な関係を構築し、公正かつ透明な

取引の実現が図られること。特に映画の作り手であるフリーランスが、独立した事業者

として、能力・ネットワークなどの専門性を生かし、安全・安心して映画制作に集中し

て働ける環境が作られること」を指す。 

 本定義における「適法である」とは「独占禁止法」、「下請法」、「下請中小企業振興法」、

などのルールが守られた状態であること、「あらかじめ明示的に合意」とは、各団体間

の協約を締結することに加えて、個別の作品についてもあらかじめ関係者間で契約書

が交付されている状態をそれぞれ指す。 

 

３．認定制度における各組織の役割分担 

 各団体の役割分担について箇条書きで説明 

 

（１）映像制作適正化機関 

 申請・審査方法の策定 

 認定基準の策定 

 申請の受付、認定業務 

 調査の実施 

 認定作品の公表 

 

（２）第三者委員会 

 第三者委員会は、外部の有識者により構成される団体であることを定義 

 映像制作適正化機関の監査・指導を行うなど、役割を明記 
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４．認定制度の対象作品 

 劇場用公開映画のうち劇映画を対象とし、ドキュメンタリー、極めて芸術性の高い実

験的な作品、専ら教育を目的として制作される作品、アニメーション作品は含まない。 

 

第２章 認定基準 

１．全体概要 

 認定基準 WGなどで議論してきた 10の評価項目の全体像について記載。 

 

２．各項目の詳細 

（１）映画製作者（製作委員会）-制作会社間の取引 

 認定基準 WGなどで議論してきた①契約書面～③スケジュール等の評価項目について文

章で説明する。 

 

（２）制作会社-フリーランス間の取引 

 認定基準 WGなどで議論してきた④就業時間～⑩ハラスメントの評価項目について文

章で説明する。 

 

第 3 章 認定制度に関わる規定 

１．認定制度の申請方法 

（１）事前申請 

 認定を受ける映画製作者（製作委員会の場合には構成団体の１社以上、以下同様）及び

制作会社は、第２章認定基準に定めた 10の基準を順守する。 

 事前申請チェックシートに記載されている順守事項を記載する。 

 

（２）事後報告 

 認定を受ける映画製作者（製作委員会の場合には構成団体の１社以上、以下同様）及び

制作会社は、第２章認定基準に定めた 10の基準を順守する。 

 事後報告チェックシートに記載されている順守事項や提出書類を記載する。 

 

２．認定制度の審査方法 
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（１）事前審査 

 映像制作適正化機関の事前申請資料に基づく審査内容を記載する。 

 提出内容に疑義がない場合には、提出後１～２営業日以内に事前申請を受領した旨、映

画製作者及び制作会社の担当者に通知する。 

 疑義がある場合には、映像制作適正化機関は、申請者に対して追加の説明を求めること

ができる。 

 

（２）事後審査 

 映像制作適正化機関の事前申請資料に基づく審査内容を記載する。 

 提出内容に疑義がない場合には、提出後１～２営業日以内に映画製作者及び制作会社

の担当者に、認定マーク及び認定番号を通知する。 

 疑義がある場合には、映像制作適正化機関は、申請者に対して追加の説明を求めること

ができる。 

 

（３）認定の表示 

 映画製作者及び制作会社は作品等に認定マーク及び認定番号を表示する。 

 

（４）認定の公表 

 映像制作適正化機関は、認定を受ける映画製作者及び制作会社が指定した期日に認定

した旨をウエブサイト等にて公表する。 

 

３．調査および調査結果に基づく指導 

（１）相談・報告 

 映像制作適正化機関は、相談窓口を設置する。 

 フリーランス等からの相談・報告があった場合、第三者委員会に報告する。 

 映像制作適正化機関は、フリーランス等からの相談・報告内容において、早急に対応す

る必要がある場合等には、第三者委員会の判断を待たずに調査を実施できる。 

 

（２）調査 

 映像制作適正化機関は、自らの判断もしくは第三者委員会から指示があった場合、すみ

やかに関係者に対して聞き取り等の調査を行う。 

 映像制作適正化機関は、関係者（当該映画製作者・制作会社・フリーランス等）に対し

て目的の範囲内で必要な書面の開示を求めることができる。 
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 映画製作者・制作会社・フリーランス等は可能な限り、映像制作適正化機関による調査

に協力する。 

 

（３）指導の判断基準、各社対応事項 

 映像制作適正化機関は、調査結果について第三者委員会に報告する。報告された結果を

踏まえて、映像制作適正化機関と第三者委員会が協議し、第三者委員会が指導内容を決

定する。 

 指導の結果は、映像制作適正化機関より関係者（当該映画製作者・制作会社・フリーラ

ンス等）に通知され、指導の結果に応じて、映画製作者・制作会社は一定の対応が求め

られる。 

 指導はＡ．該当なし、Ｂ．注意、Ｃ．改善確約、Ｄ．認定取り消しで区分される。 

 指導の区分のうち改善確約及び認定取り消しの場合には、映像制作適正化機関はウエ

ブサイト等で映画製作者及び制作会社名を公表する。 

 

（４）指導結果に対する不服申し立て 

 指導に対して、映画製作者及び制作会社に合理的な理由がある場合には、第三者委員会

に対して不服申し立てをすることができる。第三者委員会は当該意見を考慮して、指導

の結果を変更することができる。 

 

４．審査料 

 審査料は製作費の規模に応じて定められる。 

 映像制作適正化機関は、本審査制度が適正に運用できる範囲内で審査料を定めること

ができる。審査料を改定する場合には、映像制作適正化機関は、その旨を第三者委員会

に諮り、適正であることを確認する。 

 

５．運用指針の改定 

 本運用指針の見直し（３年以内に見直す等）（※）について記載する。 

（※）映像の対象範囲の変更やそれに伴うステークホルダーの見直しも含む 
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第４章 参考資料編 

（１）事前申請チェックシート 

●●年●●月●●日 

映像制作適正化機関 

代表 ●●●●殿 

申請者 

（映画製作者） 

住所 

会社名 

代表者もしくは担当者 

（制作会社） 

住所 

会社名 

代表者もしくは担当者 

 

事前申請チェックシート 

 

記 

 

 申請者は、「●●（作品名あるいは企画名）」の制作現場において、以下のチェック項目

の内容を順守します。 

承諾した場合 

チェック 
順守項目 

☐ 

私たちは、映像制作適正化機関「映画制作の持続的な発展に向けた認定制

度 運用指針」（●年●月●日発行）第２章に定めた①契約書面より⑩ハ

ラスメントまでのすべての項目を順守します。 

☐ 

私たちは、映像制作適正化機関により調査協力依頼があった場合、聞き取

り調査及び調査に必要な範囲内で書面の開示に協力いたします。また、調

査により生じた費用は、映像制作適正化機関に対して請求しません。 

☐ 
私たちは、相談窓口を利用したもの、相談窓口を利用したと思われるもの

に対して不利益な措置を取らないことを確約します。 
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（２）事後報告チェックシート 

 

●●年●●月●●日 

映像制作適正化機関 

代表 ●●●●殿 

申請者 

（映画製作者） 

住所 

会社名 

代表者もしくは担当者 

（制作会社） 

住所 

会社名 

代表者もしくは担当者 

 

事後報告チェックシート 

記 

 申請者は、「●●（作品名あるいは企画名）」の制作現場において、以下のチェック項目

を順守し、今後も順守することを確約します。 

承諾した場合 

チェック 

順守項目 

☐ 

私たちは、映像制作適正化機関「映画制作の持続的な発展に向けた認定制

度 運用指針」（●年●月●日発行）第２章に定めた認定基準①契約書面

より⑩ハラスメント等までの 10 項目の全てを順守したことをここに確約

します。 

☐ 
私たちは、認定基準①ならびに⑦に定められた契約書面については、本日

より３年間保管することを確約いたします。 

☐ 
私たちは、本日提出したスタッフリスト及びスケジュール実績が事実と相

違ないことを確約いたします。 

☐ 

私たちは、映像制作適正化機関により調査協力依頼があった場合、聞き取

り調査及び調査に必要な範囲内で書面の開示に協力いたします。また、調

査により生じた費用は、映像制作適正化機関に対して請求しません。 

☐ 
私たちは、相談窓口を利用したもの、相談窓口を利用したと思われるもの

に対して不利益な措置を取らないことを確約します。 
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（３）スタッフリスト 

 役職、氏名、契約状況（社員の場合にはチェックを空欄とし、特記にその旨記載する）

について一覧表で整理する。 

 

（４）スケジュール表 

 スケジュール表は、撮影・ポストプロダクション・完全休養日の別、撮影した時間につ

いて１日ごとに記録すること。 

 

（５）本認定制度に関わる連絡先 

 「映画制作の持続的な発展に向けた認定制度 運用指針」に関する連絡先が記載され

る。 

 

 

 


