


※ レファレンスとは調べものの支援サービスのこと。埼玉県立図書館は、国立国会図書館の  

  「レファレンス協同データベース」事業で年間データ被参照件数が全国一となっています（令和2年実績）。 

   

 

ネット検索で簡単に見つかる情報だけで

は差別化は図れません。多彩な資料から 

より深い知識が得られるよう「レファ 

レンス日本一」※の司書が支援します。 

高額な専門書や、商用データベースが 

無料で利用できます（複写は有料）。    

埼玉県に関する資料や公的機関の資料 

も豊富です。 

アイデアを広げるきっかけに。 

敷居の低さが図書館のいい所。ビジネス書や

雑誌、公衆無線LANも利用可能なビジネス支

援室を第二のオフィスにしてみませんか。 
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情報ナビ

約1,500の業種の市場規模（特徴）、業界動向（課題・将来性）、許認可等の関連
法規制、業界団体等を解説。業種により経営指標等が掲載されています。

約350の業種を一業種見開き2ページでコンパクトに解説。比較的新しい業種も掲載。

約100業界の動向・展望、主要企業の業績、業界天気図、関係法規等を収録しています。

※○○には業種名等が入ります。
業界別の入門書。業界の動向・主要企業など図解で分かりやすく解説しています。

食品、化学、商社、広告、不動産など業界別に刊行。採用事情なども掲載されており、
就職活動にも活用できます。

商品・業界別にトップ企業の関係性、最近の動向を図解。

特定の業界を堀り下げて調査したい時は、業界別の専門新聞・雑誌や、業界団体
が出版する年鑑類、業界の主要企業のIR資料なども役立ちます。
専門紙・業界紙の概要や業界ごとの特徴について解説した資料もあります。
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業種別、品目別のシェアを掲載。注目企業の動向も解説しています。

都道府県別や業種別の売上高・純利益・売上高営業利益率等のランキングを掲載。

埼玉県内の収益ランキングを掲載しています。新春特集号は業種別収益ランキング、
夏季特集号はエリア別収益ランキングです。

複数の情報を確認することが大切です。

･･売上高、生産高、それとも別の基準なのか、調査基準に
よって順位が変わることがあります。

･･･予測データ等、独自の推計データの場合もあります。

テーマ・業界などで絞り込み検索も可能。「調査・ランキング」ページなど、
市場動向やシェア調査に活用できます。

「市場調査データ」･･･約2,000品目の市場規模・予測、マーケットシェアを掲載。

同社発行の経済・ビジネス情報誌を検索・閲覧できます。

産業別の情報源ガイドです。基本参考図書、統計資料、名鑑類、調査レポート類、
専門誌・専門紙、インターネット情報等を紹介しています。

シンクタンク等が公開している市場調査レポートのポータルサイトです。

「日本産業の動向〈中期見通し〉」は、主要産業の需要動向など、同銀行がまとめ
たレポートを閲覧できるサイトです。

富士経済グループによる国内・世界の製品・市場のプレスリリースを閲覧可能です。
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●調査事例 市場・業界の動向を知る

「小型モーター製造業」の項目に市場規模や業界動向の記載があります。（p.903～912）

小形電動機（70w未満）の過去５年間の生産量（数量・金額）の記載があります。（p.202）

「電動機(総計)」(小形電動機70w未満含む)の項目に2019年企業別推定シェア」の表があります。（p.541）

「2020年度 電気機器の見通し資料」が掲載されており、小形電動機（70w未満）の
過去 2年の生産金額の実績および2020年の見通しがわかります。

…検索キーワード例〈小型モーター〉
業界新聞も含む記事検索で最近の情勢を知ることができます。

…検索キーワード例〈小型モーター〉〈市場調査データ ｰ 電子部品・電子材料 ｰ モーター〉
「精密小型モータ市場実態総調査」（富士経済）等に基づく、各種小型モーターの市場動向
・ 業界シェアなどの記載があります。

★★他に や のサイトにも統計や調査結果があります。
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情報ナビ

流通・サービス・消費の動向や注目企業の解説を1冊に凝縮しています。

日本経済を展望し、その年のトレンドを予測しています。

1992年から隔年で実施されている生活者の意識調査1,400項目を公開しています。

未来予測関連の記事やレポートを出典に、「○○年に、○○になる」といった情報
を西暦年や分野ごとに整理したデータベースです。

『女性の暮らしと生活意識データ集』など、テーマ別に刊行されています。

民間企業や研究機関が実施したアンケート調査を収録しています。

「消費者アンケート」のみインターネット上で無料公開。

ビジネス週刊誌の年末・年始号は、新しい年のトレンド予測などを特集しています。
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情報ナビ

分野、テーマごとのQ&A方式で、問いの答えとなる情報の掲載がある資料とその概要を
紹介しています。

土地・人口・経済・社会・教育・文化などの18の分野にわたり、埼玉県の基礎的な
統計数値を総合的に収録しています。

日本国勢図会の地域統計版、都道府県統計を中心に市町村の主要データを収録。

県内総生産や県民所得などの指標が国民経済計算に準拠して推計されています。

市町村内総生産や市町村民所得などの経済指標から、埼玉県内の市町村経済の実態を
とらえることができます。

国土、人口、経済、社会、文化など幅広い分野の基本的な統計データを収録。

データ収録と翻訳に３年かかるため最新データではありませんが、過去10年ほどの
データが確認できます。
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明治から平成にかけてのあらゆる分野の統計データが掲載されています。

昭和年間の統計。『日本長期統計総覧』にない統計が多く掲載されています。

政府統計のポータルサイト。「統計を探す」・「データを見る」・「項目を調べる」
の3拍子揃った総合サイトです。国のまとめたセンサスなどを見ることができます。

埼玉県庁の各課所でまとめた統計情報・調査資料を、分野やキーワードから検索、
閲覧ができます。 

日本の人口動向を明らかにするための統計。

経済センサスは、事業所・企業の基本的構造を明らかにする「基礎調査」と
事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする「活動調査」の二つがあります。

毎月抽出された全国9千世帯を対象に、家計の収入・支出・貯蓄・負債を調査。

センサス：全数調査
信頼性が高いのが特徴
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●調査事例 統計情報を調べる

「19 2 年齢階級、就業状態別労働力人口（平成17年～令和元年）」に年齢別、65歳以上の男女別
の就業者数が掲載されています。出典は「労働力調査結果」（総務省統計局）。

「図1 2 1 14 55歳以上の者の就業状態」に男女別、55歳からの5歳区分別に就業の状態を示した
図が掲載されています（全国）。出典は「労働力調査（令和元年）」（総務省）。

埼玉県の産業と雇用に関する基本的な指標をわかりやすく紹介したデータ集。1.埼玉県経済を取りまく
現状 2.埼玉県の産業 3.埼玉県の労働 の3部構成で、埼玉県の年齢階層別・男女別の就業率が掲載
されています。出典は「平成27年国勢調査」（総務省）。

日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、5年ごとに実施されて
います。「就業状態等基本集計」に全国及び都道府県別のデータが収録。男女別、年齢別のデータは
もちろん、就業者の産業や職業などのデータも掲載されています。

この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにするため、国が5年ごとに実施しています。全国
のデータは勿論、埼玉県の男女別、年齢別の有業者数データなど地域別のデータも掲載されています。
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情報ナビ

町丁単位（周囲500m/1km/3km/5km圏）で、人口・事業所等の規模、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。マップでの表示も
可能です。 ※収録範囲は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県です。

ビッグデータを活用した地域経済の見える化システム。
マップで表示できるだけでなく、数値データのダウンロードも可能。

売上を決定する要素を「立地」と「商圏」から定量的に分析し、カンや経験に左右
されない立地選びについて解説しています。

立地の見かたの基礎から業種・業態別のポイント、売上予測モデルを作る方法まで
網羅した、実践的な解説書です。

出店計画や地域の経済分析などに必要な、大規模小売店（新設予定店含む）の最新情
報を掲載しています。

全国主要都市圏の鉄道各駅1日あたりの平均乗降者数が過去5年分掲載されています。

建物内のテナント名も記載されているので、現地での調査に役立ちます。
また、古い住宅地図を遡って店舗の変遷を確認するなどの活用方法もあります。
※ 埼玉県立熊谷図書館では主に1970年代からの埼玉県内の住宅地図を所蔵しています。

活用方法については『RESASの教科書』（日経BP社，2016）が参考になります。

統計情報は［e-Stat］も要チェック！　→ p.9
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情報ナビ

未上場企業を含む全国14万社について、売上高、当期純利益、取引先、役員、従業
員数などの企業情報のほか、当該企業のセールスランキングが掲載されています。

未上場企業を含む関東1都6県・山梨県・新潟県の企業を収録しています（関東版）。
独自のABC格付評価と、概況にコメントが付いていることが特徴です。

未上場企業を含む日本の大企業から中小企業まで、売上上位50万社の企業情報が
収録されています。所在地・業種・売上高等をキーに企業をリストアップできます。

企業検索では、未上場企業を含む全国主要約22,000社以上の企業情報や､約3,500社
の財務情報を検索・閲覧できます。また、人事検索では、氏名や会社名から、日本
経済新聞社が独自に調査、収集したデータ約30万件を検索できます。

国内株式公開企業を中心とした企業情報（最大1961年から）を収録。有価証券報告
書全体を300以上のパーツに細分化しており、詳細な検索が可能です。

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類が閲覧可能です（最近5年以内）。

上場企業約4,000社の決算書や大株主などのデータを自動的に収集・分析し、 ワン
クリックで会社の価値を視覚的に把握できるウェブサイトです。
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上場企業・銀行（証券・保険を除く）の有価証券報告書の主要財務項目の数値と、
成長性・収益性・効率性・安全性について編集部の分析による評価が掲載されています。

全上場企業の今後の業績見通しについて、担当記者の取材に基づいた企業業績や配当
の独自予想が掲載されています。

未上場企業のうち、同社編集部が選んだ注目会社、成長企業、有力中堅・ベンチャー
企業約7,000社の業績等が掲載されています。

『会社四季報』の1936（S11）年創刊号～2011（H23）年分まで収録したDVD ROMです。

株式会社は、定時株主総会の終結後、貸借対照表（大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書）を公告
しなければならないと、会社法により決算公告が義務付けられていますが、公告方法
として、官報、日刊新聞紙、電子公告（各企業のウェブサイト）のいずれかを定款で定めること
ができます。官報で公告する会社の決算公告を、このデータベースで閲覧できます。

『会社財務カルテ』『会社四季報』『就職四季報』『CSR企業総覧』等、25以上の
東洋経済新報社の経済、ビジネス、企業情報誌を検索・閲覧できます。

上場会社など有価証券報告書を提出している会社は、上記の決算公告は適用されないため、EDINET（p.12）
の有価証券報告書等の閲覧方法をご覧ください。

上場企業を中心に約1,300社のCSR（企業の社会的責任）の情報がまとめられていま
す。例えば、各社の賃金・休暇等の雇用面、法令等に関わる事件の有無、リスク管理等
の取組みが掲載されています。

各企業が発行するCSR報告書、環境報告書、統合報告書、サステナビリティレポート
などを集めたサイトです。

日本の企業3,000社の社史と年表、統計、系列図、会社名・人名・事項索引が収録
されています。
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中国・台湾に上場する企業について、企業の概要、決算・財務情報等が掲載されて
います。巻末には業界マップ、業界天気予報が掲載されています。

外資系企業約3,000社について、事業内容、外資比率、海外の親企業、資本金、従業
員数などの情報が掲載されています。

埼玉県内の収益ランキングを掲載しています。新春特集号は業種別収益ランキング、
夏季特集号はエリア別収益ランキングです。

全国の商工会議所・商工会などが共同運営する企業情報サイト。業種や地域を指定
して、会員企業を検索できます。

中小企業のビジネスマッチング支援サイト。登録企業一覧（業種別）、キーワード
検索の形で見ることができます。

リンク先の別ページ[JFAフランチャイズガイド]の「情報開示書面公開企業
（業種別）」ページから、フランチャイザー企業の沿革、財務データ、加盟
店舗の増減などの情報を閲覧できます。

産業別の情報源ガイドで、名鑑類、業界団体のウェブサイト等が紹介され
ています。

各業種にどのような業界団体があるか紹介されています。
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●調査事例 企業名鑑など企業のリスト

県別の味噌・醤油工業協同組合の加盟者名簿が掲載されています。

＜味噌・醤油＞に、県別の味噌・醤油工業協同組合の加盟者名簿が掲載されています。
（p.69～91）

「お店・施設を検索」でキーワードに「味噌醸造」、エリアに県名を入力して検索すると、
各県の味噌製造業者名、所在地、電話番号が確認できます。

検索を行うと、各企業の代表者・創業年月・売上・利益・概況コメントなどの情報を
参照することができます。また、取引先（仕入先・販売先）なども掲載されています
ので、与信調査などにも利用できます。

･･･検索キーワード例〈業種（味そ製造業） AND 県名〉

市町村単位であれば、「まちづくりマップ」 「事業所立地動向」から、産業分類の
小分類の事業所を地図上に表示でき、事業所名が確認できます。
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情報ナビ

気持ちの持ち方から戦略、会社設立の手続きや事例など、起業の基本を解説。

ネイル・まつげサロン・雑貨屋など、業種別の開業マニュアルです。
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起業を考えている方や 開業後まもない方 、新たな事業展開を目指す企業などを
サポートしてくれる、公的な創業支援の総合相談機関です。アドバイザーによる
開業・資金調達・経営相談（無料）やセミナーの開催などを行っています。

最寄りの商工会議所・商工会で、起業の相談をすることができます。

「起業・創業に役立つ情報」「経営力向上に役立つ情報」のページには参考になる
コンテンツが公開されています。
起業マニュアル：事業計画作りや起業準備から開業まで解説しています。
経営ハンドブック：法律知識や経営診断など、起業準備段階・起業後も役立つ情報

を掲載しています。業種・業態別の情報もあります。
市場調査データ：業種別に消費者の利用状況や利用意向を、アンケート調査結果

を元に分析しています。
業種別開業ガイド：300以上の業種・職種の立ち上げ時の留意点などを紹介しています。

中小企業に対する国や公的機関の施策情報を発信しているサイトです。
「支援制度を探す」では、販路開拓、設備投資、資金繰りなどの目的から施策
（補助金・助成金・融資等）を探すことができます。

起業にあたっては、本書の他のページも参考にしてください。

17



●調査事例 起業・創業入門

開業準備からスクール経営、生徒数アップ、ブランディングなどのノウハウを解説しています。

教育サービス業界の仕組みや課題と展望、教育産業の市場と構造、企業の動向を解説。

ダンス教室や料理教室など、各種スクールごとに詳細な市場動向が解説されています。

稽古や習い事の種類別・事業形態別の市場規模、市場動向を分析・解説しています。

「業種業界動向」の「教育・学習支援業」に、OAスクールや
英会話学校などの各業種について、業界構造や今後の見通しの記載があります。

トップページ 起業・創業に役立つ情報 業種別開業ガイド カルチャースクール に、
「起業にあたって必要な手続き」「起業にあたっての留意点・準備」「必要資金例」
「ビジネスプラン策定例」が紹介されています。
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●調査事例 ソーシャルメディアの活用

ネットやSNSによる広告の種類や仕組み、出稿の流れや手順が掲載されています。

ブログや各種SNSそれぞれの特性を活かした集客・販促の手法を解説。伝わる文章の
ポイントも紹介されています。

中小企業経営に関する豊富で幅広い情報を収録しています。中小企業経営の具体的な
問題の説明や、各種書式、業種業界動向まで調べることができるデータベースです。

･･･検索キーワード例〈ソーシャルメディア〉〈SNS〉

中小企業庁が毎年発表する、中小企業の動向を詳細に調査･分析した白書です。
毎年取り上げられるテーマが異なり、〔2016年版〕に「中小企業におけるITの利活用」
の実態がまとめられています。ITを活用した企業の事例も紹介されています。

★埼玉県立図書館で利用できるデータベースについては、本書p.40～42をご覧ください。
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情報マップ
商品の強みを見つけて地域ブランド化しよう

つくり手の思い、こだわりを伝える

デザインで商品、地域の魅力を表現

県立熊谷図書館は
を所蔵しています。付属する『調査報告書』
や『資料集』に、祭や食文化に関する貴重な
情報が多く見られます。

キーワード、地図などから検索できます。

 徳川幕府が文化７（1810）年～文政11
（1828）年に編纂した武蔵国の地誌。

江戸期の絵図11点が公開されています。

江戸期武蔵野ブームのきっかけ。

特許、商標等知的財産の創造、活用、
保護についてワンストップで 専門家
に相談できます。

埼玉県の「イチオシ農産加工品」
「ふるさと認証食品」やブランド化に
ついて掲載。

埼玉県内の観光スポットを、景観、
伝統芸能、飲食店、物産品、お酒
などの条件から検索可能。
「彩の国優良ブランド品」の申請
方法もあり。
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●調査事例 地域ブランド

〈埼玉県〉の項に「潮止晩ネギ」「新晩生小松菜」「ベカナ」などが載っています。

「幻のサツマイモで菓子を開発（秩父市）」「在来大豆で安心なもやしを生産（深谷
市）」など、伝統野菜の生産、ブランド化や活用事例が掲載されています。

農業関連の図書、雑誌記事を検索・閲覧できます。全国の伝統野菜やその加工食品の
開発・販売事例、ブランド戦略などの記事が多数ヒットします。

･･･検索キーワード例〈伝統野菜〉〈県名ブランド〉

農産物・加工品のブランド開発ノウハウ、売れる仕組み、成功事例等を解説しています。 

埼玉県内の各市町村史・地誌にも、伝統野菜について記載があるものがあります。
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情報ナビ

明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報等と、その関連情報を検索
できます。海外特許は公報番号で検索するので、公報番号を下記のサイトで調べて
おきます。

知的財産総合支援センター埼玉では専門家に相談できます。詳しくは p.20
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情報ナビ

ひとつのキーワードから、国内の文献、研究者、特許、研究機関など関連情報を
まとめて検索できます。新たな発想を生むビジネス・研究支援データベースです。

国内の学会・協会が発行した学会誌、論文誌の全文を読むことのできる
電子ジャーナルのプラットフォームです。  

科学技術や医学薬学の国内外の文献情報を検索できる、日本最大級のデータベース。

科学技術とその成果がもたらす将来を描くため、5年ごとに中長期未来の予測を
発表するとともに、世界の先進的な科学技術動向も定期的に情報発信しています。 

技術の困りごと、原材料・製品の分析・測定、製品開発・技術開発など様々な
技術支援を行う公設試験研究機関です。

産学連携に関するワンストップ相談窓口として、コーディネーターによる相談、
マッチング支援、競争的資金獲得支援や交流促進などを行っています。
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●調査事例 科学技術情報を調べる

果菜類・葉菜類など作物の種類ごとに、栽培技術から生産者の事例まで紹介しています。

栽培施設・管理、環境制御技術、エネルギー、養液栽培など関連技術を幅広くまとめた
参考書です。

養液栽培の最新技術を網羅した書です。主要作物ごとの栽培管理方法も解説。

キーワード検索により、最新の栽培技術論文や研究文献を探すことができます。

植物工場に関する実態調査報告書やマニュアル、パンフレットをダウンロードできます。

品種・技術のパンフレットや研究文献を検索・ダウンロードできます。

農業技術書や農業雑誌記事から関連文献を探して、本文を読むことができます。
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情報ナビ

各分野の主なJIS規格の全文（または抜粋）を分冊して収録した冊子。
「JIS総目録」で各巻の収録内容を確認できます。

利用登録（無料）をすると、規格番号、名称、キーワードで検索し、JIS規格票を
閲覧できます。印刷、ダウンロードはできません。

のページで、「JIS」「ISO」
「IEC」を検索できます。外国規格は対応JISの有無、本文邦訳の有無が掲載されて
います。＊本文の入手は有償。 

多くの国内外団体規格を閲覧することができます。

ISOのほか、ASME、ASTMなどの学会や業界団体の規格を所蔵しています。
＊関西館所蔵の規格票を東京本館で閲覧するには、事前に取寄せの手続きが必要です。

ウェブサイト上で公開されている、「調べ方案内」（「規格資料（国内）」
「規格資料（国外）」等）には、主な規格の検索・閲覧方法や関連サイトが
詳しく紹介されています。
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情報ナビ

貿易実務の基本事項、貿易実務用語集、世界各国・地域の概況、国際ビジネス
関係機関の一覧等が掲載されています。

貿易・投資相談や国際ビジネスセミナー、外国企業と県内企業とのビジネス・
マッチングなどを行っています。

J Net21は中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイト
です。海外展開についてもステップごとのアドバイスを見ることができます。

もっと深く進出先を知りたいなら、地理・歴史・自然・民俗なども図書館におまかせ！

目的別、国・地域別、産業別のメニューを選んでいくことで、各ページにたど
り着けます。世界のFTAデータベースや主要都市・地域の投資コストデータも
掲載されています。紹介されている出版物の所蔵確認や閲覧については、県立
図書館のカウンターにお問合せください。

※□□には年、○○○には国･地域名が入ります。
ジェトロ調査スタッフOBを執筆陣とした国別情勢研究会が経済情報をシリーズ
共通の項目で整理したレポート。2年で48カ国・地域を発刊。
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●調査事例 海外展開に役立つ情報を集める

日系現地法人32,400社、支店・事務所3,100拠点の企業情報が掲載されています。

「アジア・マーケットレヴュー」誌より、直近の日本企業のアジア投資案件をまとめ
たものです。事業内容、投資額、稼動時期、能力、生産、売上高などが掲載されて
います。2017年版からは本書に１年間の動向、附属CD ROMに2013年からの情報
を搭載しているので絞り込みや検索が容易になりました。

「雑誌個別検索」で「海外進出企業総覧」を選び条件を設定して「日本側出資企業検索｣
ボタンを押すと、各企業の社名、郵便番号、住所、電話番号、業種名などの情報を参照
することができます。「現地法人検索｣を行うと、社名、住所、電話番号、代表者名、
業種名、従業員数、派遣社員数、売上高、投資目的なども分かります。

･･･検索キーワード例〈雑誌個別検索：海外進出企業総覧 現地法人地域：アジア
国：ベトナム 日本側出資企業所在地：埼玉県〉

埼玉県立図書館で利用できるデータベースについては
本書p.40～42をご覧ください。
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●調査事例 法令・許認可制度を調べる

貿易実務の流れ、貿易制度、決済や金融などの実務マニュアル、用語集などがあります。

日本の農林水産物・食品の輸出入状況について概観するとともに、輸入に制限のある
品目、関税、動植物検疫等の貿易管理制度を参照することができます。
マグロについては、p.275～287, 380～381に記述があります。

簡潔な図解で分かりやすく貿易実務を解説した入門書です。

サイト内検索窓に〈マグロ 輸入〉と入力し検索してみましょう。
【貿易・投資相談Q&A】の「水産物全般の輸入手続き：日本」のページが見つかり
ます。輸入時の規制、販売時の規制、関連手続き・法律へのリンクが紹介されています。
例えば、経済産業省ウェブサイトの「まぐろ類の輸入管理」を見ることができます。
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情報ナビ

「法令名索引」で法令を略称・通称・俗称から探すことができます。

中身を差し替える加除式書籍のため、法改正等にも対応しています。

法案は国会で議決されると『官報』に載って「公布」されます。官報は、新制定法
や改正条文をもっとも早く知ることができる資料でもあります。

『判例体系』『法律判例文献情報』『現行法規』のオンライン版 です。
明治期以降現在まで判例誌に公表された全分野の判例について、キーワード、裁判
年月日、裁判所、事件番号等から調べることができます。 判例の要旨・解説情報や
文献情報や法令の公布日・施行日を調べられます。

公式判例集、商業判例雑誌に掲載された判例に加えて 『判例タイムズ』『金融法
務事情』『労働判例』『金融・商事判例』の4誌に掲載された解説（コメント）
および一流執筆陣が独自に執筆した解説（コメント）を計5万件収録 しています。
平成17年6月以降※の年月を指定した現行法令を検索できます。※2021年3月現在

日本国憲法施行日（昭和22年5月3日）から当日発行分までの官報がキーワードでも
検索できます。交付年月日から過去の法令を探すことができます。
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現在施行されている法令を提供。法令名・条文中の用語から検索できます。 

廃止・失効した法令の名称から、公布年月日・法令番号を検索できます。

最高裁判所と各裁判所の情報を見ることのできる裁判所ポータルサイト。
最近の判例が紹介されています。

上記裁判所トップページからもリンクがあります。最高裁判所判例集、高等裁判所
判例集、下級裁判所裁判例速報、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的財産
裁判例集のそれぞれの検索と統合検索ができるページです。

 

 

公布年月日から過去の法令を探すことができます。次のデータベースも有効です。
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●調査事例 法令・判例を調べる

「過労死等防止対策推進法」に基づき平成28年版から作成されている報告書です。
日本における過労死等の現状と対策、実施状況を概観できます。巻末の資料編に関係
法令・通知等が掲載されています。

労働関係の重要判例が110件掲載されています。第9版では「非典型雇用」の大項目
が新たに設けられました。

明治期以降現在まで判例誌に公表された全分野の判例について、キーワード、裁判年
月日、裁判所、事件番号等から、判例・判例要旨・解説情報・文献情報を検索すること
ができます。

･･･検索キーワード例〈過重労働〉

･･･検索キーワード例〈過重労働〉

主な判例のほかに、『判例タイムズ』『金融法務事情』『労働判例』『金融・商事判例』
の主要4誌に掲載された解説および独自に執筆した解説を約6万件収録しています。

埼玉県立図書館で利用できるデータベースについては
本書p.40～42をご覧ください。
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情報ナビ

県立図書館では全国紙、地方紙、英字新聞、業界紙等を、２館（熊谷・久喜）で分担
して幅広く購読しています。折り込み求人情報ちらし（毎週日曜日に発行されること
が多い）も１週間保存し、新聞コーナーで閲覧できます。

全国の求人情報を検索することができます。

埼玉県とハローワークが、相談やセミナーから職業紹介まで切れ目のないサポート
をします。新卒、若者、ミドル、シニア等年代別コーナーや、福祉人材情報のコー
ナー、求人情報ライブラリーなどがあります。

県内9市町（さいたま、所沢、草加、川越、加須、春日部、深谷、秩父、伊奈）で
シニアをはじめとする全年齢を対象に、就職相談やセミナーなど、就職・再就職・
転職などに向けたサポートを個別に行っています。

60歳以上の会員に短期かつ臨時的な仕事を紹介しています。また高齢者活躍人材
確保育成事業（60歳以上の会員登録希望者が対象）として技能講習や職場体験、セミナー
等を実施しています。

働くことに悩みを抱える15～49歳までの方とそのご家族を対象とした就業支援
施設です。個別相談の受付や就労＆自立に向けたセミナーなどを実施しています。

p.36～37「女性活躍／起業・就労・両立」もご覧ください。
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情情報報ママッッププ
会社を探す、知る

自分にしかない強みを図書館で見つけよう

入社したとき、10年前、
5年前、あなたはどんなとき、
活き活きとしていましたか。

情報源はあなた自身です。

あなたといっしょに過ごしてきた人にも

聞いてみよう。

網羅的に仕事の存在
を知って、無意識に
除外してきた仕事に
注目する。

データを集める

さらに自分の能力を磨く

これからの生活費用は
どれくらいかかりますか。
どんな生き方をしたいですか。

項目の意味を考えて履歴書を書こう。
10年計画を機会あるごとに更新しよう。

商品・サービスを知る、探す

業種を探す、知る 

新聞のデータベースを
使ってみよう

○○についての入門的な本
を読みたい、これとこれは
読んだからもっと詳しい本
を読みたい
と、司書に聞いてみよう。

改めてマナーを
確認してみよう。



情情報報ママッッププ
会社を探す、知る

自分にしかない強みを図書館で見つけよう

入社したとき、10年前、
5年前、あなたはどんなとき、
活き活きとしていましたか。

情報源はあなた自身です。

あなたといっしょに過ごしてきた人にも

聞いてみよう。

網羅的に仕事の存在
を知って、無意識に
除外してきた仕事に
注目する。

データを集める

さらに自分の能力を磨く

これからの生活費用は
どれくらいかかりますか。
どんな生き方をしたいですか。

項目の意味を考えて履歴書を書こう。
10年計画を機会あるごとに更新しよう。

商品・サービスを知る、探す

業種を探す、知る 

新聞のデータベースを
使ってみよう

○○についての入門的な本
を読みたい、これとこれは
読んだからもっと詳しい本
を読みたい
と、司書に聞いてみよう。

改めてマナーを
確認してみよう。



情報ナビ

女性に注目される様々な職業をピックアップし、その仕事内容や一般的な収入、
資格の取得方法などを掲載。

約5,000社の情報を収録。産休・育休制度や女性の離職率も掲載。

「より多様な視野・可能性をもつ」という趣旨のもと職業を分類。各職の現在の
従事者数や動向、必要な資格や経験、関係する業界団体などを紹介しています。

就職・転職・キャリアアップなどに使える1000資格の情報を掲載。資格取得の
メリットや費用に加え、資格ランキングや資格の比較など特集記事もあります。

気持ちの持ち方から戦略、会社設立の手続きや事例など、起業の基本を解説。

労働基準法を条文ごとに解説とチャート図の見開きで分かりやすく掲載。

実際の事例から、セクハラ・産休育休などの法的な対応方法を弁護士・社労士が
法律・裁判例を活用して解説。

女性が働く上で関係してくる様々な法律について平成29年1月1日施行に対応
して、ポイントを分かりやすく解説しています。

･･p.16～17（起業・創業入門）
･･p.30～31（法令・判例を調べる）
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専業ママや働くママの実体験を紹介しながら、働き方や保育所の選び方、パパとの
コミュニケーション術までアドバイスする一冊です。

収入が少なくても貯金する技術をコンサルタントである筆者が解説。続編もあります。

思春期・成熟期・更年期・老年期といったライフステージ別に、女性漢方処方の
ノウハウをフローチャートを用いて分かりやすく解説。

電話やインターネットから相談を受付けているほか、男女共同参画に関する色々な
テーマを取り上げた県民向けの講座を開催。保育サービスが利用できるイベントも。 

働きたい女性、働く女性を支援する就業支援施設。女性の仕事に関する相談受付、
セミナー、職場体験、ハローワーク求人情報の検索・職業紹介を行っています。 

県内のハローワークおよび関連施設の紹介と、就職面接会・相談会・セミナーの
開催情報を掲載。職業訓練の相談・申込み手続きの他、就職へ向けた個別支援等
を実施しています。お問合せは、住所地を所管するハローワーク窓口へ。

女性キャリアコンサルタントが専属で就職活動をサポート。応募書類の添削や
面談のアドバイス等相談、女性対象セミナーの開催などを無料で実施しています。

さいたま市と埼玉労働局が共同運営する就労支援施設。就職の相談、お仕事の紹介
を行っている他、子育てや家庭のことなども相談できます。
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情報ナビ

事業承継のタイムテーブル、様々な承継方法やＭ＆Ａ、税制、資金調達など、
円滑に進めるためのノウハウを解説した入門書です。

終局時の会社手続きについて、会計・法務・税務・労務といったあらゆる分野の
ポイントを押さえた一冊。

中小企業のM&Aの進め方を、フローや書式を交えて分かりやすくまとめています。

上手な会社のたたみ方・譲り方を図表やチャートを使って紹介しています。

税務問題の基礎や、財務状況・経営状況から考えられる承継手法まで総合的に解説。

財産権・経営権承継の基本から具体的な応用策まで、図解とともに学べる一冊。

設例を用いて事業承継税制をコンパクトに解説。2019年度の税制改正に対応。

中小企業の事業承継を支援するための施策やガイドラインを紹介しています。
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会社法を実務に活かすための手引書です。事業承継に関わる法を書式や図表で紹介。

事業再編・事業譲渡を含め、企業の法務の重要事項を網羅した一冊です。

中小企業の支援に携わる弁護士が、事業承継に不可欠な法律知識を詳細に解説
しています。

さいたま商工会議所が国からの委託により設置した相談窓口。事業の存続に関する
様々な課題に対して、専門家が秘密厳守で相談対応・アドバイスを行います。 

事業引継ぎの基礎知識や支援事例、各県の支援センターを紹介するポータルサイト。

事業承継に取り組む方のための資金制度や、後継者を探している方へのマッチング
など、お金と情報の両面から支援しています。 

･･･p.30～31（法令・判例を調べる）

経済産業省と中小企業庁が全国の都道府県に設置する、経営なんでも相談所です。
各分野の専門家が、事業承継をはじめ、あらゆる経営課題の解決を支援します。
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埼玉県立図書館で利用できるデータベース一覧

[熊谷・久喜]
1879（明治12)年からの朝日新聞の検索・閲覧が可能です。埼玉版も検索ができます。

[熊谷・浦和分室]
1874年創刊号からの読売新聞の検索・閲覧ができます。埼玉版も検索ができます。

[熊谷・(代行検索：久喜・浦和分室)

1872年創刊号からの毎日新聞の検索・閲覧が可能です。埼玉版も検索ができます。

[熊谷・浦和分室]
全国紙・地方紙・専門紙約100紙と経済系を中心とした雑誌約250誌の記事を検索できます。

[熊谷・久喜・浦和分室]

法令、判例、判例の要旨・解説情報、文献情報を検索できます。明治期以降現在まで判例
誌に公表された全分野の判例について、キーワード、裁判年月日、裁判所、事件番号等か
ら調べることができます。冊子（加除資料、雑誌）で刊行されている『判例体系』『法律
判例文献情報』『現行法規』のオンライン版です。

[熊谷]
判例誌に掲載された判例、独自入手した重要判例にくわえて、『判例タイムズ』『金融法
務事情』『労働判例』『金融・商事判例』の主要4誌に掲載された解説および独自に執筆
した解説も収録するデータベースです。

[熊谷・久喜・浦和分室]
政府が国民に公示する事項（憲法改正・詔書・法令・叙任及び辞令・予算・条約・告示・
国会事項など）が掲載されている官報を、昭和22年5月3日発行分～当日発行分まで日付
やキーワードから検索し、テキストまたは原文イメージを見ることができます。

[熊谷・久喜・浦和分室]
歴史上の人物から現在活躍する人物までの人物・文献情報を収録した「who」や、日外ア
ソシエーツの人物関連事典・索引の「plus」を横断的に検索できます。

でも人物情報を調べられます。

[熊谷・浦和分室]
日本経済新聞社で発行している4紙の新聞の記事を過去にさかのぼって検索できるほか、
企業情報や人事情報、最新のニュースやマーケット関連情報が検索できます。

[熊谷・久喜・浦和分室]
地域の商圏力を分析するためのマーケティングデータベースです。地域（町丁）を指定し
て、規模、成長性、富裕度、吸引度、消費購買力等の指標で、地域の評価をレポート形式
で出力できます。町丁から県単位まで、詳細なマーケット評価と地域の比較が可能です。
※埼玉県を含む関東７都県を収録。

[熊谷]
市場規模・予測、マーケットシェア、消費者アンケート、ドラッグストアPOSデータ、
家計調査データなどのマーケティング情報をまとめて検索できます。

[熊谷]
日本の大企業から中小企業まで売上上位50万社の企業情報を収録したDVD ROMです。
営業種目、資本金、売上、利益など様々なデータのほか、「概況」として東京商工リサー
チ調査員のコメントも掲載されています。地域、業種、従業員数など32項目の検索キーを
組み合わせて該当する企業をリストアップできます。

[熊谷]
中小企業経営に的を絞ったデータベースです。経営戦略、人事労務、税務、財務、法務、
業界情報、経費削減の知恵などの情報を閲覧できます。

[熊谷・久喜]
国内株式公開企業を中心とした企業情報（最大1961年からデータ収録）のデータベース
です。有価証券報告書全体を300以上のパーツに細分化して収録しているため、基本属
性、キーワード、財務データなどから企業を検索できます。約100例の検索事例集が
あります。

★･･･オンライン ●･･･DVD ROM
[ 利用できる館・室 ]
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[熊谷・(代行検索：久喜・浦和分室)
『週刊東洋経済』『一橋ビジネスレビュー』『会社四季報』『就職四季報』『海外進出
企業総覧』など、東洋経済新報社の経済・ビジネス・企業情報誌を、WEBで検索・閲覧
できるデータベースです。『週刊東洋経済』 を、テキストでは1997年1月4日号から、
PDFでは2003年2月15日号から収録しています。

[熊谷・久喜・(代行検索：浦和分室)

『日経ビジネス』『日経エレクトロニクス』など日経BP社発行の雑誌記事をキーワード
検索や分類で絞り込み、 テキスト・PDF形式で閲覧できるデータベースです。 

[熊谷・久喜・浦和分室]
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した雑誌記事（書誌的事項）のデータ
ベースです。

[熊谷・久喜・浦和分室]
科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を検索できる、日本最大級の科学技術文献
データベースです。

[熊谷・久喜]
医学中央雑誌刊行会が作成する国内医学論文情報のインターネット検索サービスです。
国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の定期刊行物、のべ約5,000誌から
収録した約750万件の論文情報（書誌的事項や一部の抄録など）を検索できます。

[熊谷・(代行検索：久喜・浦和分室)

幅広いテーマ・ジャンルの雑誌を所蔵する大宅壮一文庫の雑誌記事索引約420万件を検索
できるデータベースです。別メニューの「目録検索」では、1987年以前の100万件の記事
索引を検索できます。 

[熊谷・久喜・(代行検索：浦和分室)

農文協（農山漁村文化協会）が提供する農業と食品に関するデータベースです。『農業
技術大系』『地域資源活用・食品加工総覧』のほか、1985年以降の『現代農業』バック
ナンバーの記事を収録しており、フリーワードや用語で検索・閲覧できます。



 ビジネスにおける情報の価値・重要性が更に高まっています。 
 情報収集の初期はインターネットが効率的です。しかし、経営判断に使うには 
不安があります。本誌を利用すれば、信頼性の高い情報収集に要する時間を短縮 
できます。また、インターネットにない情報（書籍やデータベース等）を活用し 
た差別化にも利用可能です。 
 図書館員はビジネス情報の相談（レファレンス）に対応することで成長します。 
利用者と一緒に情報収集と検討を重ねれば、的確な情報を提供できるようになり 
ます。そこで、埼玉県立熊谷図書館のビジネス支援サービスを積極的に利用する 
ことをお勧めします。 

 

竹内 利明 氏 
電気通信大学 産学官連携センター 客員教授 
ビジネス支援図書館推進協議会 会長 

  「情報収集しよう」と思っても、どうやって調べれば良いかわからない、とい 
うシーンは多いと思います。インターネットで調べようと思っても、どんなキー 
ワードで調べてよいかさえわからない。そんな時は、情報収集のプロである司書 
の皆さんに聞いてみましょう。司書はいわば、情報のコンサルタントです。是非、 
「こんなビジネスを考えています。参考になる情報はありますか？」と聞いてみ 
てください。蔵書、国内で出版されている本、行政が発信している情報から新聞 
記事までありとあらゆる情報からあなたにぴったりの情報を選定してくださいま 
す。我々経営コンサルタントも自信を持ってお勧めします。  

 当所では経営者、創業者からの経営に関するご相談を受けております。 
 創業者については情報収集が不足しており、創業計画を作成するにも苦慮され 
ております。埼玉県立熊谷図書館のビジネス支援室ができてからは、商圏分析に 
あたって「市場情報評価ナビMieNa」を利用するようにお勧めしております。 
このことにより、計画に数値的な裏付けができ、創業に向けて実現可能性が高ま 
っていると思います。 
 このようにビジネス支援室は、創業者にとって素晴らしい情報拠点だと思いま 
すが、営業、マーケティング、法務などに関わるビジネスパーソンにも役立つ情 
報が多くあり、積極的に活用されることをお勧めいたします。  

  鈴木 将史 氏 
熊谷商工会議所 中小企業相談所長 

髙島 稔 氏 
中小企業診断士 
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