図書館における創業支援と創業支援を通じた緩やかなつながりの実現に向けて
鈴木 彩子
中野区立中野東図書館
1. はじめに
中野区立中野東図書館は 2022 年 2 月 1 日にオープンした新しい図書館である。中野坂上
駅から徒歩 2 分、10 階建ての区の複合施設「みらいステップなかの」の 7 階から 9 階を占
める。ビジネス支援をテーマとする 9 階ビジネス・コミュニティフロアは、飲食・会話が可
能なコワーキングコーナー（プレゼンテーションコーナーとしての利用も可能）、ミーティ
ングルームを備え、新聞やマーケティング情報等のビジネスに役立つ 11 種類の商用データ
ベースも利用できる。
中野区は東京 23 区の西の方に位置し、人口は約 33 万人。世帯の半数以上は単身世帯で、
20 歳代・30 歳代の若年層の転入者が多く、人口の大きな割合を占めている。そして、中
野東図書館がある中野坂上駅周辺は、オフィス・店舗・住居などが集積し、在住・在勤、
通勤・通学、買い物をする人等、仕事と暮らしが交わる地域である。
新図書館の運営計画を策定するにあたり、中野区民へ行った意識調査によると、図書館
のビジネス支援として、①情報・人が集まる空間、②相談できる人、を求めているという
結果が出た。こうした立地・利用者層・意識調査を踏まえた中野東図書館における創業支援
を考えていきたい。
2. 社会的背景と課題
岸田首相は 2022 年の年頭記者会見で今年を「スタートアップ創出元年」
にすると表明し、
スタートアップ５か年計画を設定するとしている 1)。また、これに先立つ 2017 年の「働き
方改革実行計画」では“柔軟な働き方がしやすい環境整備”が挙げられ 2)、これを踏まえ 2018
年には副業・兼業促進のガイドラインが定められた 3）。こうした政府の政策的な後押しに加
え、コロナ渦によるテレワークなどの働き方の変化により、起業や副業を始める機運が高ま
っているといえる 4)5)。
一方でコロナ渦以前より、議論しながら、ときに飲食しながら利用できるコワーキングス
ペースを図書館に望む声は多く、これは外出先での作業環境が不足していることに起因し
ているものと思われる。また、中野区では、20～30 歳代の転入者が多い反面、転出者も多
く流動性が高いことから、若い世代になるほど地域とのつながりが生まれにくい状況とな
っている。コロナ渦により、作業環境の不足と社会とのつながりの減少はより顕著になって
いる 6)。
そこで、“創業支援と創業支援を通じた緩やかなつながりの実現”を目指し、以下の事業を
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提案する。
3. 事業計画
3-1 区内産業支援機関との連携
図書館での事業を行うにあたり、第一段階として区内の関連機関との連携は欠かせない
ものである。中野区では、民間企業や NPO（産）
、大学などの教育研究機関（学）、国や都、
区などの行政機関（公）、金融機関（金）が相互の強みを活かして連携し、重点産業の振興
と地域産業の活性化を図る施策を実施している。
しかしながら、上記「産学公金の連携」の「公」のひとつとして図書館が想定されている
とはいえず、実際、区が実施している産業振興策においても図書館が連携した実績は見当た
らない。中野区立図書館の今までのビジネス支援は、中央図書館参考資料室のレファレンス
機能と所蔵資料を活かし取り組んでいたものの、独立したビジネス支援コーナーを設ける
ことは困難であったため運営の中での工夫にとどまっていた。
そこで、中野東図書館の開館を契機とし、図書館が産業支援ネットワークのひとつの機関
として認識されるよう働きかけることが必要である。そのためには、図書館で行うことがで
きる情報支援サービスをこちらから出向いて積極的に売り込んでいくことが求められる。
3-2 区内産業支援機関による支援策の紹介
中野区内の産業支援機関が実施している支援策をビジネス・コミュニティフロアにチラ
シ・パンフレット類を設置することにより紹介する。さらに、支援策の活用事例やビジネス
コンテストの受賞事例をパネルまとめ、関連する図書館資料・調べ方を紹介することで、実
践的な図書館の活用方法をアピールすることもできる。
【事業案１】
「ビジコンなかの」との連携によるパネル展示
「ビジコンなかの」は、西武信用金庫と中野区、三井住友海上火災保険株式会社が共同で
開催する中野区ビジネスプランコンテストである。募集内容は、中野区が重点産業と位置づ
ける「ICT・コンテンツ関連産業」
「ライフサポート関連産業」に関するビジネスプランを
対象としている。
この事業を実施することの効果として、上記の実践的な図書館活用方法のアピールに加
え、①「ビジネスプラン」
「ICT・コンテンツ産業」
「ライフサポート産業」に関連する資料
の収集することで、ビジネス支援関連資料だけでなく、中野区が重点的に支援する分野の情
報収集を強化することにつながる、②コワーキングコーナーの一角に展示スペースを設け
「ビジコンなかの」の概要と過去の受賞プランを紹介することで、コワーキングコーナーの
利用者が自然に情報に接する環境が作り出され、自身のアイデアをビジネスとして実現す
るという潜在的ニーズの掘り起こしが期待される、という 2 点が挙げられる。
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3-3 支援策を通じた交流
中野東図書館のコワーキングコーナーはレイアウト変更可能な流動的スペースであり、
プレゼンテーションコーナーとしても活用が可能である。このスペースと図書館という多
様な背景を持つ人々が集まる場であることの２つの特性を活かせば、イベント開催やテス
トマーケティングの場として活用すること等により、参加型のゆるやかなつながりを提供
することができる。
【事業案２】区内で支援策を活用し起業した方を招いた講演会の開催
中野区産業振興センターによる「なかのビジネス創造塾」、東京商工会議所中野支部によ
る地域密着型創業支援セミナー「中野 de 創業塾」、西武信用金庫による中野・杉並での創業
を目指す「実践！創業セミナー」等、中野区内では各機関が起業のためセミナーを実施して
いる。また、東京都がコンテンツ関連産業に特化して中野区に開設した東京コンテンツイン
キュベーションセンター（TCIC）では、起業家にレンタルオフィスを提供するだけでなく、
常駐の起業支援メンバーが、創業期まもない入居者にワンストップの経営支援等を実施し
ている。このように区内では様々な支援が提供されており、その支援を受けた起業家が多く
生まれている。
この事業を実施することの効果として、①実例に触れることで起業がより身近になる、②
講演会を通じ起業という共通の関心のある人々と交流できる、③支援策や図書館の活用方
法等のアピールになる、という 3 点が挙げられる。特に、オープンスペースで実施すること
により、講演会を目的とした人だけでなく、たまたま立ち寄った人へも交流が広がる可能性
を秘めている。
【事業案３】テストマーケティングの場としての活用
ビジネス・コミュニティフロアという図書館におけるビジネス支援を行う場とテストマ
ーケティングは比較的親和性が高いと思われる。官民連携による実証実験であれば以前よ
り行われており、中野区においても観光・防災計画でのデータ活用を目的として IoT によ
る動線解析の実証実験等が行われている 7）。さらに渋谷区では 2020 年 6 月から実証実験事
業を立ち上げ、スタートアップ企業などから新しいテクノロジーやアイデアを募集し、実証
実験を通じ起業を支援している 8）。
この事業を実施することの効果として、①区内事業者はテストマーケティングの場を得
ることができる、②図書館利用者はテストマーケティングを通じ区内事業者の取り組みに
参加できる、という 2 点が挙げられる。テストマーケティングへの参加が、区内事業者やそ
のサービスを身近に感じるきっかけとなり、自らとコミュニティとをゆるやかにつなぐこ
とができるであろう。
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4. おわりに
公共図書館には多様な背景を持つ均質的ではない人々がやってくる。中野区は 2021 年 3
月に中野区基本構想を改定し、10 年後に目指すまちの将来像を「つながる はじまる な
かの」として描いている。図書館においても、ビジネス支援、特に今回取り上げた創業支
援を通じて人々の「つながる」
「はじまる」の実現は可能なのではないかと考える。
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，2021 年 9 月
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分野別満足度において「社会とのつながり」の満足度が低下している。
7) 「中野区における地域経済・観光の活性化、防災計画でのデータ活用を目的として IoT
による実証実験がスタート」
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