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令和4年度 埼玉県立熊谷図書館 情報の探しかた講座①

令和4年11月22日(火曜日) 14:00〜15:45

講師：埼玉県立熊谷図書館 ビジネス・産業支援担当 小柳 直士
おやなぎ ただし

図書館を使って起業する!
起業に関する情報の探しかた講座



本日の内容
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1 図書館を使って起業する？
2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
3 起業に役立つ情報紹介 図書編
〜休憩(10分間)〜
4 起業に役立つ情報紹介 商用データベース編
5 起業に役立つ情報紹介 ウェブサイト編
6 起業に役立つ情報紹介 専門機関編
〜質疑応答〜
「市場情報評価ナビMieNa(ミーナ)」体験会(15:30〜15:45)
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1 図書館を使って起業する？



1 図書館を使って起業する？
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起業するためには情報収集が大事！
その情報収集を図書館がお手伝いします。

図書・雑誌 ウェブサイト商用データベース 専門機関

司書

利用者
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2 埼玉県立図書館の
ビジネス支援サービスのご紹介



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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ビジネス支援サービスとは

公共図書館がビジネスにかかわる情報ニーズを持つ個人，
起業を希望する市民，個人事業者などを支援するためのサービス．
地域のビジネス情報の提供，商用データベースの利用支援，
ビジネスにかかわるレファレンスへの回答業務，各種ビジネス講座・
講演会などのプログラムがある．

出典：『図書館情報学用語辞典 第5版』
(日本図書館情報学会用語辞典編集委員会 編 丸善出版 2020)



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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県立熊谷図書館1階 ビジネス支援室について①

・平成28年(2016年)に開室
・図書4,100冊、雑誌約90タイトルを所蔵(令和4年(2022年)3月現在)

パンフレット・チラシも多数あり
・商用データベース11種類が利用可能



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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県立熊谷図書館1階 ビジネス支援室について②

ビジネス支援室にある図書の分類は8種類！

①会社録(国内・総合) ②業界・市場動向
③海外企業 貿易・海外展開 ④経営指標・統計
⑤ビジネス図書 ⑥就職・仕事・資格
⑦起業・創業・店舗経営 ⑧セカンドライフ



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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県立熊谷図書館1階 ビジネス支援室について③

ビジネスのトレンドを雑誌でチェック！



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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県立熊谷図書館1階 ビジネス支援室について④
信頼できる最新の情報を商用データベースで瞬時に検索！

《ビジネス支援室で利用できるデータベース(11種類)》

・日経テレコン21 ・ELNET ELDBアカデミック
・市場情報評価ナビMieNa(ミーナ) ・D1-Law.com法情報総合データベース
・FK-Mpac(マーケティング情報パック) ・官報情報検索サービス
・JRS経営情報サービス ・whoplus(フープラス)
・東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ・TSR企業情報ファイルCD・Eyes50
・日経BP記事検索サービス

データベースの詳細については《データベース紹介》をご覧ください！
https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/database.html

https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/database.html


2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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県立熊谷図書館1階 ビジネス支援室について⑤

無料で持ち帰ることができるチラシやパンフレットも充実！



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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レファレンス(調査・相談)サービス

ビジネスに関することは
1階ビジネス支援室へ！

《例えばこんな質問にお答えしています》

・ベーカリーの開業を考えている。店舗を新築する費用についての
事例を見たい。

・埼玉県内と戸田市内のはり・きゅう・マッサージなどの健康系
サロンの数を知りたい。

・埼玉県でカフェの創業をするとき、必要な資格について知りたい。



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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講座・相談会・セミナー

ビジネスに役立つ講座や相談会、セミナーを開催しています！

就業支援講座
(令和4年度)

女性創業相談会
(令和4年度)

ビジネス支援セミナー
(令和3年度)



2 埼玉県立図書館のビジネス支援サービスのご紹介
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女性創業相談会 https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/jyosei-sogyo.html

・毎月第1木曜日開催 ※第2木曜日の場合もあり
・相談時間：50分間
・対象：創業を考えている女性・創業間もない女性
・定員：1日5組
・費用：無料
・会場：埼玉県立熊谷図書館(熊谷市箱田5-6-1)
・持ち物：筆記用具、事業計画書などやりたいことを

まとめたもの
・申し込み：創業・ベンチャー支援センター埼玉へ

https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/jyosei-sogyo.html
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3 起業に役立つ情報紹介
図書編



3 起業に役立つ情報紹介 図書編①〈起業全般〉
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335/ｷｷ『起業をするならこの1冊 第6版』
(馬渡晃著・吉田杉明法律監修 自由国民社
(発売) 2020)

335/ｾｲ『成功する〈本気女子〉起業5つのSTEP』
(大和千由紀著 万来舎 2019)



3 起業に役立つ情報紹介 図書編②〈事業計画〉
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336.1/ﾕﾒ『夢をかなえる！使える事業計画書のつくり方』
(石井真人著 ビジネス教育出版社 2022)

336.1/ｼｷ『事業計画書の作り方100の法則』
(井口嘉則著 日本能率協会マネジメントセンター
2021)



3 起業に役立つ情報紹介 図書編③〈資金調達〉
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336.82/ﾁﾕ『中小企業の資金調達大全』
(塩見哲著 日本法令 2021)

335/ｾｲ『成功に導く！創業支援マニュアル』
(森隆夫著 ビジネス教育出版社 2019)



3 起業に役立つ情報紹介 図書編④〈人事・労務・経理〉
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336.4/ｼﾝ『人事・労務の仕事便利帳 第7版』
(高橋美智恵著 法学書院 2020)

336.9/ｺｼ『個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本』
(北川知明著 ソシム 2021)



3 起業に役立つ情報紹介 図書編⑤〈広告・販売促進〉
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675/ｴｽ『SNSマーケティング大全』
(門口妙子著・坂本翔監修 ぱる出版 2022)

335/ﾀﾚ『誰でも無理なく継続的にお客様が集まる
起業1年目の集客の教科書』
(今井孝著 かんき出版 2019)



3 起業に役立つ情報紹介 図書編⑥〈ビジネス全般〉
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『仕事に役立つリサーチガイド＠埼玉 第2版』
(埼玉県立熊谷図書館編 埼玉県立熊谷図書館 2021)

ビジネスに関する様々な情報を掲載しています！
起業に関する内容は
p4〜5 市場・業界の動向を知る
P7 消費動向・ニーズをつかむ
P11 商圏の状況を調べる
P12〜14 企業情報を調べる
P16〜17 起業・創業入門
P18 調査事例 教室を開きたい
P19 調査事例 ソーシャルメディアの活用

ウェブサイトで全文公開もしています！
https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business
/business-researchannai.html

https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business
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休憩(10分間)
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4 起業に役立つ情報紹介
商用データベース編



4 起業に役立つ情報紹介 商用データベース編
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今回は、商圏分析をするときに役立つデータベース
市場情報評価ナビMieNa(ミーナ)をご紹介します！



（株）日本統計センター

地域の商圏力分析に優れたデータベース
● 調べたい町丁を指定すると、（500m/1km/3km/5km圏）で、人口分布や、 事業所の
規模、成長性、富裕度、吸引度、消費購買力等の指標による評価レポートが見られます。

● 町丁〜市町村〜県単位まで、マーケット評価 ＆ 地域の比較が可能です。
※埼玉県を含む周辺７都県分
（埼玉・東京・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬）

消費支出・購買力
の評価もあります

数値だけでなく
地図上でも分かりやすく

マーケット評価(1km)
のほか人口詳細編も
あります

市場情報評価ナビMieNa商圏分析

国の統計を基に加工
したデータです。 （ビジネス支援室・久喜図書館・浦和分室で利用できます）

当館
人気No.1︕



MieNa評価レポート
都道府県トレンドウォッチ
･･･ 県の経済動向を16指標の3年トレンドでグラフ化

県内全市町村の経済水準評価
･･･ 県内市町村の地域性を一覧化

特定市町村の経済水準評価
･･･ 各市町村の地域性を見える化

町丁別マーケット評価
･･･ 町丁の周辺500m・1km・3km・5kmを見える化

市区町村内町丁の評価ランキング
･･･ 各市町村内の指標別ベスト30位のリスト

市町村

町丁

市内
ランキング

県

県内
全市町村

ここが強み︕
・マーケット分析編
・人口詳細編



4 起業に役立つ情報紹介 商用データベース編
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市場情報評価ナビMieNa(ミーナ)とはどういう
データベースなのかを実際に見てみましょう！



4 起業に役立つ情報紹介 商用データベース編
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・Googleなどの検索エンジンで〈ミナレポ〉と検索すると、レポートサンプル
やマニュアルなどを見ることができます。

《商圏分析“MieNaレポート” - 日本統計センター》
(https://www.nihon-toukei.co.jp/solution/miena/report/ 日本統計センター)

・市場情報評価ナビMieNa(ミーナ)は熊谷図書館1階ビジネス支援室、久喜図書館、
浦和分室で利用することができます。

・レポートの印刷も可能です。印刷を希望される場合は、複写申込書に記入し、
カウンターにお出しください。
※印刷には料金がかかります。白黒：1枚10円、カラー：1枚30円。

https://www.nihon-toukei.co.jp/solution/miena/report/
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5 起業に役立つ情報紹介
ウェブサイト編



5 起業に役立つ情報紹介 ウェブサイト編➀
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・《J-Net21》(https://j-net21.smrj.go.jp/ 中小企業基盤整備機構)
《起業・創業に役立つ情報》
（https://j-net21.smrj.go.jp/startup/index.html 中小企業基盤整備機構）

・《日本政策金融公庫》(https://www.jfc.go.jp/ 日本政策金融公庫)
《各種書式ダウンロード》
(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html 日本政策金融公庫)

・《ミラサポplus》(https://mirasapo-plus.go.jp/ 経済産業省)
「支援制度を探す」や「経営のヒント」に起業に関する情報が掲載されています。

https://j-net21.smrj.go.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/index.html
https://www.jfc.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
https://mirasapo-plus.go.jp/


5 起業に役立つ情報紹介 ウェブサイト編②
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・《リサーチ・ナビ》(https://rnavi.ndl.go.jp/jp/index.html 国立国会図書館)
《産業情報ガイド》
（https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/industry/index.html 国立国会図書館）
様々な業界の統計、専門雑誌、インターネット情報源等が掲載されています。

・《レファレンス協同データベース》
(https://crd.ndl.go.jp/reference/ 国立国会図書館)
レファレンス協同データベース事業に参加している全国の図書館が調査・回答
したレファレンス事例や、調べ方マニュアルを検索することができます。

https://rnavi.ndl.go.jp/jp/index.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/industry/index.html
https://crd.ndl.go.jp/reference/


32

6 起業に役立つ情報紹介
専門機関編



6 起業に役立つ情報紹介 専門機関編
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・創業・ベンチャー支援センター埼玉(https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/)
無料の創業・経営相談やベンチャー支援、創業・経営に関するイベントやセミナー
を開催している公的な創業支援の総合相談機関です。

・日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/)
創業に関する無料相談やセミナー、創業融資などを行っている国が全額出資した
政府系金融機関です。

・最寄りの商工会議所・商工会
創業に関する相談やセミナーを開催しています。

https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/
https://www.jfc.go.jp/
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質疑応答
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ご清聴ありがとうございました。

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」


