




小田原Ｌエールのロゴマーク
「小田原市の「Ｌ」＝ladyの活発なアクション＝
行動を行っている企業にエールを送る」の意を込
めたデザインです。

小田原Ｌエールは3段階
認定企業は小田原市のホームページ等で
紹介します。また、「小田原Ｌエール」
と「各ステージ」のロゴマークの使用が
でき、企業ＰＲに活用できます。

（女性活躍推進企業認定制度）

「小田原Ｌエール」は女性の活躍
推進に積極的に取り組む小田原市
内の企業を一定の認定基準に基づ
き、「女性活躍推進優良企業」と
して認定する小田原市独自の制度
です。

いま、急速に変化し多様化する市場環境や、時代の流れを的確に把握し、
対応するために、企業側の「多様性」が求められています。

「女性」は多様性の重要な要素です。

「女性活躍推進」は
企業に多くのメリットと企業の成長をもたらします。

2020年度、2021年度に小田原Ｌエールに認定された企業の
女性活躍への取組を紹介します。



小田原市内の企業から、2020年度33社、2021年度20社が
「小田原Ｌエール」認定企業として、誕生しています。

５３の小田原Ｌエール認定企業を中心に
女性活躍推進に向けて

これからも、さまざまな取組を進めていきます。

‘21年度認定式（21/11/10）

小田原市広報番組「Colorful」取材風景（取組
の紹介をしました）

はたらく女子会＠ラボ（22/2/25）

企業のトップや管理職向け
オンラインセミナー
（22/2/4）

ステージごとの認定プレート



2020年度 認定企業
（ゴールド２３ シルバー７ ブロンズ３）

３

※社名のみ紹介

企業名 認定段階 業種

１ 相洋産業株式会社 ブロンズ 製造業

２ 小田原ガス株式会社 シルバー 電気・ガス・熱供給・水道業

３ 株式会社ミクニ 小田原事業所 ゴールド 製造業

４ 株式会社アイズ ゴールド 情報通信業

５ 株式会社デコリア シルバー 製造業

６ 有限会社川田製作所 ゴールド 製造業

７ 株式会社エイチ・エス・エー ゴールド 医療・福祉

８ 株式会社小田原百貨店 ゴールド 卸売業・小売業

９ 山岸株式会社 シルバー 卸売業・小売業

10 合資会社マルク洋服店 ゴールド 卸売業・小売業

11 独立行政法人国立印刷局小田原工場 ゴールド

12 YKK AP株式会社 神奈川工場 ゴールド 製造業

13 株式会社アシスト・ワン シルバー 情報通信業

14 小田原短期大学 ゴールド 教育・学習支援業

15 富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｱマニュファクチャリング株式会社※ シルバー 製造業

16 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社湘南支店小田原支社※ ゴールド 金融業、保険業

17 株式会社まるだい運輸倉庫 ゴールド 運輸業、郵便業

18 株式会社スポーツプラザ報徳 シルバー サービス業

19 株式会社 古川 ブロンズ 卸売業、小売業

20 さがみ信用金庫 ゴールド 金融業、保険業

21 株式会社しいの食品 ゴールド 製造業

22 花王株式会社小田原事業所 ゴールド 製造業

23 花王コスメプロダクツ小田原株式会社 ゴールド 製造業

24 小田原箱根商工会議所※ ブロンズ

25 日本新薬株式会社小田原総合製剤工場 ゴールド 製造業

26 東京電力パワーグリッド株式会社小田原支社 ゴールド 電気・ガス・熱供給・水道業

27 株式会社タウンニュース社小田原支社 ゴールド サービス業

28 有限会社ぎんが邑RIV総研究所 ゴールド 医療・福祉

29 NPO法人ぎんがむら ゴールド 医療・福祉

30 株式会社昭和介護付有料老人ホーム慶愛苑小田原 ゴールド 医療・福祉

31 瀬戸建設株式会社 シルバー 建設業

32 株式会社鈴廣蒲鉾本店 ゴールド 製造・販売業

33 小田原市 ゴールド
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2021年度 認定企業
（ゴールド８ シルバー１１ ブロンズ１）

１９

※社名のみ紹介

企業名 認定段階 業種

1 フロンティア１株式会社（小田原衛生グループ） シルバー 生活関連サービス業

2
株式会社小田原衛生美化サービス（小田原衛生グ
ループ）

シルバー 生活関連サービス業

3 株式会社オービーエム管財 ゴールド サービス業

4 大谷社会保険労務士事務所※ シルバー 学術研究、専門・技術サービス業

5 松浦建設株式会社 ゴールド 建設業

6 社会福祉法人宝安寺社会事業部 ゴールド 医療・福祉

7 ゼロワン有限会社（小田原衛生グループ） シルバー サービス業

8 小田原衛生公社（小田原衛生グループ） ブロンズ 生活関連サービス業

9 スルガ銀行株式会社 小田原支店 ゴールド 金融業・保険業

10 スルガ銀行株式会社 小田原東支店 ゴールド 金融業・保険業

11 加藤建設株式会社 シルバー 建設業

12 高助商事有限会社※ シルバー 卸売業、小売業

13 有限会社足柄リハビリテーションサービス ゴールド 医療、福祉

14 文化堂印刷株式会社 シルバー 製造業

15 株式会社中村屋 ゴールド 卸売業、小売業

16 セブンイレブン 小田原飯泉店 ゴールド 卸売業、小売業

17 BEGIN（美容院）※ シルバー 生活関連サービス業

18 SOFA hair make（美容院）※ シルバー 生活関連サービス業

19 AURA b HAIR（美容院）※ シルバー 生活関連サービス業

20 COLLABORA（美容院）※ シルバー 生活関連サービス業
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小田原Ｌエール

女性のためのキャリア相談

育休から復帰する予定だけど不安・・・、昇進を打診されたけどどうしよう

仕事へのモチベーションが上がらない

いつかは転職したいけどタイミングがわからない・・・

やりたいことが見つからない などなど

ライフキャリアについての悩みや、モヤモヤした気持ちをお聴きして

一緒に解決していく女性専用相談窓口（事前予約制）です。

対象：小田原市内企業で働く女性、小田原市内在住の女性

相談は、キャリアコンサルタントの有資格者がお受けします

詳しくは お問い合わせください

人権・男女共同参画課 ０４６５－３３－１７２５

小田原市 女性のためのキャリア相談

※職業紹介は行っておりません



小田原Ｌエール


