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ANA大阪空港株式会社



あなたの夢や希望を当社で見つけてください。
そして、世界でトップクラスの安心と信頼をお客様へ。
あなたの夢や希望を当社で見つけてください。
そして、世界でトップクラスの安心と信頼をお客様へ。
航空会社が担う業務はとても幅が広く実に多彩です。だからこそ一人ひとりの個性や適性に合った仕事が見つかりやすいとも
いえます。当社でさまざまな業務を経験し、ご自身の適職を見つけ、目標と情熱を持って広く活躍してください。そのために必
要な職場環境や機会を整え、先輩や上司も皆様を支えてまいります。ANAグループを牽引する人財として成長し、その才能を
いかんなく発揮して、ANAブランドの価値をともに高めていきましょう。
 
ANAの空港運営会社として当社が担う大阪国際空港と神戸空港は関西から国内各地へ向かう空の玄関口であり、近年は海外
からのインバウンドのお客様も国内線を乗り継いで数多く利用されています。
すべてのお客様に対し、世界品質の安心と信頼を提供する公共交通機関であり続けるために、全社員がチームスピリットを発
揮し、その役割をあかるく元気に追及しています。

ANA大阪空港株式会社
代表取締役社長

杉浦　賢

Message

私たちの仕事の本質は、
「ANAブランドを代表し、その価値を向上させ、社会に貢献すること。」
ANAグループの空港部門を担う立場として、
安全で安心できる社会インフラを支えることが使命です。

ANAグループ共通の行動指針「あんしん、あったか、あかるく元気！」を胸に
活躍のフィールドを広げ、社員一人ひとりがANAブランドを担い進化を続けています。

安全こそ経営の基盤、守り続けます。①安 全

常にお客様の視点に立って、最高の価値を生み出します。②お客様視点

誠実かつ公正に、より良い社会に貢献します。③社会への責任

多様性を活かし、真摯に議論し一致して行動します。④チームスピリット
グローバルな視野を持って、ひたむきに努力し枠を超えて挑戦します。⑤努力と挑戦

ANAグループは、
お客様満足と価値創造で
世界のリーディングエアライングループを目指します

グループ経営ビジョン

私たちは
「あんしん、あったか、あかるく元気！」に、
次のように行動します。

行動指針　ANA's Way

安心と信頼を基礎に
世界をつなぐ心の翼で
夢にあふれる未来に貢献します

グループ経営理念

求める
人財像

地区運営の視点
○仲間から信頼され続ける人財であること
○伊丹・神戸地区全体を見渡し、グループ会社との連携に努め、
　ANAブランド・オペレーション品質の維持向上に努めること
○公徳心を持ち、地域社会との共生を大切にし、社会的責任を果たすこと

2
グループ空港部門の視点

○ANAブランドを自らが代表し、お客様視点で、その価値向上に努める
○業務を通じ、社会に貢献すること
○ANA's Wayを実践し、たゆまぬ努力と自己研鑽に努めること1
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広島空港

関西空港

中部空港

新千歳空港

成田空港

ANA本社 羽田空港

中標津空港

那覇空港

2つの空港をベースに
日本・世界で活躍 する人財を育てる。

ベースエリアとなる
2つの空港
西日本最大の基幹空港である大阪国際空港、
業務の役割を超えてお客様に寄りそう神戸空港。
ANAグループの空港部門を担う会社として、
それぞれの特徴を持った2つの空港を運営しています。

神
戸
空
港

大
阪
国
際
空
港

※2019年度における支援・出向実績

私たちの活躍の場は、日本だけでなく世界にまで広がっています。
海外空港への業務支援や、国内他空港への業務出向、
ANA本部機能への出向など、
これからも機会や仕組みをさらに充実させ、グループ空港部門を
担う人財として、一人ひとりの能力・人間力向上を図っています。
多様性を組織の力に変え、チーム力をもって既成概念にとらわれない
新たな発想でANAブランドの価値を向上させていきます。

広がる活躍の
フィールド

アメリカ
United States of America

サンノゼ国際空港

タイ
Thailand

スワンナプーム空港

●グランドハンドリング業務

●グランドハンドリング業務

●旅客サービス業務

●オペレーション業務

●貨物郵便サービス業務

●車両整備業務

●総務・品質企画・人事業務 など

●旅客サービス業務

●オペレーション業務
（
伊
丹
空
港
）

ドイツ
Bundesrepublik Deutschland

ミュンヘン空港

▲ミュンヘン空港 航空機出発直前の駐機場

→ P.17 ・ P.18参照

▼ANA鳥取空港所長として勤務

鳥取空港
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柔軟な発想で、さらなる品質向上を目指す

ITを活用した
先進的な技術の導入

お客様のために何ができるか。
ANA大阪空港株式会社は、現状に満足せず常に新たな挑戦を続け
品質の向上を目指しています。
これらの取り組みは品質だけでなく、社員の働く環境の向上にも
貢献しています。

お客様混雑測定ソリューションによって数値化された、時間帯別、カウンター別の混雑状況を活用し、混雑発生の要因分析を実施。
ハンドリング方法や人員の配置の改善など、混雑発生要因の解消を行い、お客様のお待たせ時間の削減につなげています。

刻々と変わる空港内の状況を見える化

お客様混雑測定
ソリューション

手荷物上屋内にRPA（Robotic Process Automation）技術を活
用した「手荷物ダッシュボード」を導入しています。システムを用い
て業務の進捗状況を見える化することで、作業者のヒューマンエ
ラーに気づき、早期の「異常回避行動」につなげています。

業務の見える化で事前に問題を回避

手荷物ダッシュボード

貨物を搭載しているコンテナ情報をコンテナに添付しているバーコードを、バー
コードリーダーで読み取り、タブレット（iPad）に連携することにより、計量作業の
簡素化および計量時のコンテナ番号の間違いを防ぐ。

ITを活用して貨物を管理

COSMOSシステム

※COSMOS ：航空コンテナ自動計量システム

Operation Process Equipment for Recording and Analyzingの
略。出発・到着に関する機側での作業工程の進捗状況をリアルタイムに
関係スタッフ間で相互共有できるシステム。iPad Air を使用し、地上スタッ
フが携行することで、場所にとらわれず、作業を行いながらの状況把握
が可能。

リアルタイムで作業状況を共有

OPERAシステム

※OPERA ： 作業工程管理システム

デジタル
人財
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Int�view
社員インタビューバックオフィス機能として、会社を運営。

フロントラインを
サポートする 現場で経験を積み、会社の運営・経営に関わる

総務スタッフ部門へ。
多様な業務領域、事業領域がキャリア形成と
人財育成を支援しています。

P.14
空港業務全体を見渡す
神戸空港で働くP.11

さまざまな空港での
業務を経験

P.17

STEP!
空港業務をベースに
　多様なキャリアを歩む

STEP!

STEP! ST
E

P
!

STEP!

STEP!

STEP!

安全品質企画部門

空港オペレーション業務に関する総括
管理、および統制業務、空港全体の安
全品質の統括業務などを行っていま
す。想定するリスクを洗い出し、地区
全体の品質向上に向け、品質保証の
視点を持って各部・関係各社と連携し
課題解決に取り組んでいます。また、
AI技術の導入などによる業務改善の
取り組みも行っています。

人事部門

人事制度に基づく施策で社員の成長をサポート

会社の研修体系や人事制度を企画・検
討し、社員の成長をサポートしていま
す。ANAグループ・ANA大阪空港の経
営目標達成に不可欠な“人財”の育成を
目指し、人に向き合い・人にこだわるこ
とを大切にした、社員のキャリアプラン
づくりのサポートや、一人ひとりの想い
に応えるしくみづくりを行っています。

総務部門

社内はもちろん、「Team ANA」として
大阪国際空港と神戸空港に集まる
ANAのグループ会社とも連携をとり、
フロントラインで働くすべての仲間の
一体感の醸成を図っています。また、
CSR活動など地域に根ざした取り組み
を主導するなど、大阪から全国へ向け

ANAグループ・ANA大阪空港の魅力を発信することで、ANAブランドの向上
を図っています。

企画部門

ANAグループとして掲げる経営ビ
ジョン達成に向け、社員が一丸となっ
て進むことができるよう、経営計画を
立案し推進する仕組みづくりを行って
います。その他にも、お客様のご期待
に応え続ける空港、社員が働きやすい
環境の実現のために、空港設備の改
修や社員の意見をかたちにする役目
も担っています。

空港全体の
安全品質の統括を担う
プロ集団

地域との共生、
社員の一体感醸成を
図ります

会社のあるべき姿・
目指す目標を検討

人事制度に基づく施策で
社員の成長をサポート

STEP!

P.12
部署異動で
新たな業務に挑戦

P.13
専門的な業務を
極める

P.16
バックオフィスで
活躍

P.15
仕事と子育てを
両立

関西を飛び出してANAで活躍

P.9

それぞれの業務と
真剣に向き合う
若手社員
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次なるステップへ
向けて、それぞれの業務と

　　真剣に向き合う。

貨物は航空機の運航に必要不可欠な業務。
信頼できる仲間に囲まれながら
将来を見据えて奮闘中です

到着・出発時の通常業務に加え、実際のヒヤリハットや品質レポートなど

の映像を作成し、よりわかりやすい情報伝達の一端を担っています。就職

活動時、企業説明会で、貨物の専門部署があると初めて知り、目立たない

けれど航空機のバランス保持に必要不可欠で重要な仕事と聞いて興味

を持ち、自分もやりたいと感じました。入社1年目の時、経費削減に関す

る改善提案プロジェクトで、業務上のメモを紙媒体からWeb媒体に変更

する案などを提出、実現させたことで自信がつきました。職場はベテラン

層と若手という構成ですが、仲が良く、若手の意見も理解してもらえま

す。当社では部署異動によるさまざまな経験がキャリアアップにつなが

り、相談できる人も多く、将来を考えられる環境の中、日々業務をしてい

ます。

航空業界をほぼ知らなかった私が
新入社員育成制度で独り立ち。
目標は人の手本になる存在です

※機内のパイロットと無線でやり取りをしながら安全に航空機を出
　発させる業務。

今の仕事は、航空機の誘導や手荷物の搭降載、ヘッドセットオ

ペレーター※をしています。入社直後、専任インストラクター

から2カ月にわたり業務指導と訓練を受けるので、航空業界

の知識がほぼなかった私でも独り立ちできました。また、メン

タル面のフォローを受け持つ先輩のメンターもいて、インス

トラクターとメンターが新入社員の状況を共有して育ててく

れます。インストラクターの厳しい指導の後や失敗して落ち

込んだ時はメンターや周囲の方に助けられ、メンターとは今

でも仲良くしてもらっています。最近は大型機の搭降載責任

者の社内資格を取得中で、できる業務が着実に増えてきまし

た。常に学ぶ姿勢を忘れず何事にも取り組み、人として手本

になるような存在になりたいです。

グランドハンドリング業務担当
グランドサービス部 グランドサービス２課
小野寺 智美 （2017年入社）

貨物郵便サービス部 貨物郵便サービス課
瀬崎 和弥 （2017年入社）

貨物郵便サービス業務担当
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過去の経験や失敗、先輩方の教えが
相手の求めに応じる私の教育方針の土台に
現在は、安全品質や教育訓練などの管理業務のほか、ANAエアラインスクールの講師をしていま

す。また、社内インストラクターを教育するマスターインストラクターの資格を持っているので、他

空港にも出向き、インストラクターと安全・品質に関わる教育を行っています。講師になりたての

頃は自分の視点でのみ話をしてしまい、相手にうまく伝わらないことがありました。講師として

は相手の求めを察知したうえで、教育を進める必要があると感じました。自分の失敗も今後

に活かすよう考えています。

人のつながりは私の大切な財産
私を大きく成長させてくれました
人のつながりは何にも代えがたいものです。私は出向などの経験から多くの人と

接する機会を得たことで見識が広がり、自分の「こうすべきだ」という固定観念

の軌道修正もでき、自分のキャリアイメージにも影響を受けました。今も周囲

が見えなくなったり悩んだりした時には、人のつながりを頼りにして相談や

意見をもらっています。

入社18年目で初めて経験した部署異動が
仕事の視野を広げてくれました

部署異動の経験を活かしつつ
業務環境の向上を目指して

貨物の受け取りと引き渡し、一般のお客様からの貨物の予約、代理店様からの電話対応を担当して

います。入社以来、旅客サービス部で接客・接遇の経験を積み、チーフとして社員教育にも携わり

ましたが、2019年の異動で現在の部署に。サービスの対象が貨物になったことで注意すべき

点が大きく変わり、これまでとは違う難しさを感じることもあります。しかし一方で、航空機を利

用されるのは乗客の皆様だけではないと改めて認識でき、知識や経験も増えて仕事の視野

が広がりました。

接客や電話対応では旅客時代の接客・接遇のスキルが役立ち、後輩にも伝えてい

ます。同時に、貨物の重量やバランスなど運航に関わる知識を勉強中です。異動

の経験を踏まえ、今後は他部署と連携して見学会や意見交換会を設け、互いの

良い面を取り入れて業務環境の向上につなげ、活躍する仲間のサポートもし

てまいります。

旅客サービス部
グループチーフの経験を
貨物郵便サービス部で活かす。

2002年 9月 入社 旅客サービス部

2008年 4月  チーフ

2013年 4月  グループチーフ

2014年 4月  旅客責任者インストラクター

2018年 4月  クオリティアドバイザー

2019年 4月 貨物郵便サービス部　チーフ

My
career

グランドサービス部 業務課 

林 謙佑 （2010年入社）

STEP! 空港業務をベースに多様なキャリアを歩む

貨物郵便サービス部 貨物郵便サービス課

後藤 麻衣 （2002年入社）

さまざまな空港での
業務を通じ、
グランドハンドリングを極める

部署異動を通じて、
新たな業務に
挑戦する

2つの空港経験に加え、
マスターインストラクターとして
世界の空港へ

2010年 4月 入社
 12月

グランドサービス部
 インストラクター資格取得

2016年 4月
2017年 4月

神戸事業部
 チーフ

2011年 11月
2014年 11月

帰任 グランドサービス部
 マスターインストラクター資格取得

2018年 4月 グランドサービス部業務課

My
career

2011年 5月 ANA成田エアポートサービス（株）へ出向

※マスターインストラクターとして 
　海外空港：シドニー、デュッセルドルフ、フランクフルト空港にて
　　　　　　地上業務支援のスーパーバイザーを担当。
　国内空港：能登、岩国、山口宇部空港を担当し、品質の向上に務める。
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STEP! 空港業務をベースに多様なキャリアを歩む

※グランドハンドリング業務で活躍するさまざまな特殊車両
　（GSE グランドサポートイクイップメント）

神戸事業部は明るく和やか
楽しい職場で業務に従事
部内はとにかくアットホーム。若手社員が多くフレッシュで社

員同士の関係も良好。挨拶もよくかわし、笑い声が絶えま

せん。チーフ層とも話しやすく、困った時に意見を聞きや

すい環境です。また、全部門が同じ課にあるので、お互

いが密に協力し合えるのもいいですね。おかげで自

信を持ってハンドリング業務に従事できます。

神戸事業部 オペレーション課 

原田 千佳 （2009年入社）

グランドサービス部 GSEサポート課 

山口 竜 （2008年入社）

一便に集中する
神戸空港ならではの
取り組み
お客様に喜んでいただくため、マ

ニュアルや手順になくても自分た

ちで考え話し合い、一丸となって取

り組むのも神戸空港の特徴です。

お客様の体験を素晴らしいものに

したいという純粋な気持ちが、さま

ざまな工夫を生んでいます。

空の日イベントで
特殊車両の試乗体験

イベントの企画実施

七夕イベントでは
浴衣姿でお見送り

［ 神戸空港業務 ] の特徴

業務の役割を超え
たお客様対応が、大
規模な空港にはな
い強みです。助け
合って一便を出発
させる環境があり
ます。

業務を超えてお客様に集中する環境

グラハンと旅客、オ
ペレーション業務担
当者が、同じオフィ
スで業務を行って
います。とてもアッ
トホームな雰囲気
です。

一体感のある職場

専門的な業務を極める
奥深く広がる業務に挑戦する

2001年 2月 入社 旅客サービス部

2015年 9月  徳島航空サービス出向

2015年 10月  帰任　旅客サービス部

2017年 4月   旅客責任者インストラクター

2019年 4月   クオリティリーダー

My
career

2008年 4月 入社 グランドサービス部
   GSEサポート課

2013年 6月   2級ガソリン自動車整備士資格取得

2015年 4月   チーフ

2016年 3月   特定自主検査業検査員資格取得

My
career

My
career2009年 10月 入社 旅客サービス部

2011年 4月  ANA新千歳空港（株）へ出向
2011年 7月  帰任　旅客サービス部
2011年 12月  神戸事業部（旅客担当）
2015年 2月  　旅客責任者
2016年 4月  　チーフ／エアラインスクールインストラクター
2019年 4月  　ハンドリングマスター

旅客サービス部 旅客サービス２課 

加屋 あずさ （2001年入社）

空港業務全体を見渡す
チーム一丸となって一便一便に臨む

旅客サービス部の業務全般に加え、同部署に長年在籍した知見を活かしてコン

トローラー以上の責任者を養成する座学とOJTも行っています。一対一の

OJTを行った後輩が独り立ちをしていく後ろ姿を見送った後、成長して活躍

する姿を見るとうれしく思い、担当者としての達成感や自信にもつながっ

ています。また、欠航や遅延、災害時のイレギュラーなハンドリングにつ

いても責任者の一人として考え、後輩へ伝えてANAの品質を保ち続

けるのも、大事な業務のひとつとして任に当たっています。

長年の業務で培った経験と知識が
後輩の成長につながることの喜び

長年同じ部署にいるとやる気の保持が大変です。どんな時で

も今、ここでできる日々の努力がいつしか根を張り、システ

ムダウンや地震の非常時、徳島空港の新会社立ち上げな

どの経験が根を強くし、お客様や仲間の支えで存在する

今の私を、この言葉が気付かせてくれました。今後も私

の知見と継続の大切さを後輩に伝えていきます。

「置かれた場所で咲きなさい」
私が大好きな言葉です

車や機械いじりが好きな自分にとって
GSE※メンテナンスは適材適職
当日のスケジュールに応じて担当している10機種以上のGSE（空港で使用す

る器材・車両全般）メンテナンスをこなし、必要があれば調整業務も行います。

入社以来、一貫してGSEのサポート業務に従事してきたことで、現場作業に

集中でき、広範で深い専門知識が身につきました。それでも新しいGSEが

導入されると、みんなで話し合いながら自分自身も勉強する必要が出て

きます。全体の底上げを図る意味で新人や後輩の教育は必須課題なの

で、後進の指導にも力を入れていくつもりです。

お客様や他部署から届く反応が
自分たちのやりがいそのもの
現場での作業は一般のお客様や社員の命に直結するので、常

に安全を意識しています。仕事の原動力は、GSEを利用する

お客様や他部署からの反応です。以前、旅客サービス部の

要望で旅客カウンター用に工夫して製作した踏み台が非

常に喜ばれ、努力が報われました。今後もお客様優先の

サービスエンジニアリングを目指します。

空港業務全般がわかる神戸空港だからこそ
身につけられるスキルを養成中
旅客ハンドリング業務ではカウンター責任者、全体のオペレーションからハンドリ

ングを指揮する旅客ハンドリング統括責任者を任されています。伊丹空港と神

戸空港を運営する当社はANAグループの中心的存在で、大規模で便数も多

い伊丹空港、空港業務全般の様子を把握できる神戸空港と、性質の違う2

空港を経験できます。特に旅客もグランドサービスも出席する神戸空港

の合同ブリーフィングでは、多様な意見を一度に聞いて次のステップに

活かすので、全体の最適化を常に考えて行動するスキルが養えます。
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STEP! 空港業務をベースに多様なキャリアを歩む

バックオフィスで活躍
会社全体をマネジメントする

出産・育児制度や福利厚生制度は
仕事と出産・育児を支えてくれる強い味方
空港の中枢機能を担うオペレーションサービス部に所属し、運航支援や

ロードコントロール、空港オペレーションのトップであるAMDを補佐す

るAMO業務などに携わっています。育児中の私がこのような重責を

担えるのは、当社の出産・育児制度や福利厚生制度が充実しており、

女性も働きやすい職場だからです。伊丹空港に隣接の「そらやん

保育所」は開所時間が5～23時と長く、土日祝日も預けられる、

シフト勤務の空港職員には強い味方です。私も多忙な時は事

前予約をし、便利に利用しています。

自分のキャリアを諦めない選択が
できる環境が整っています
当社で働く女性には出産・育児を経験した先輩も多

いので職場復帰の受け入れ体制が整い、自分の

キャリアを諦める必要もなく、以前に培ったスキ

ルも活かせます。どうか安心して当社で活躍し

続けていただきたいと思います。

旅客サービス部の経験も神戸事業部の実績も
すべては総務で働く今の私に至る軌跡
支店や社内の諸業務、経理業務、秘書業務、対外的な窓口業務など、総務

の仕事を幅広く担当しています。私はこれまで、旅客サービス部に4年、

神戸事業部に6年半在籍していたので、各部署の強みや課題などを熟

知し、多くの部署に知り合いもいます。ですから、総務として何らかの

課題を調整する際にも、各部署に合わせた問題解決が図れます。対

外的なお客様と接する場合には、旅客で培った接客・接遇マナー

が活きているので、10年のキャリアが今の仕事につながってい

ることを実感しています。

業務の幅を増やすことで
部署や会社の課題解決が今の目標
当社ではキャリアについて自分の意向や上司の提案

を話し合える場があるので、納得のいくキャリア形

成ができます。私は総務に入り、総務業務の実態

を初めて知りました。これからは私自身の仕事

で、より多くの人に総務の存在を知ってもらえ

るよう経験値を上げ、各部署や会社全体の課

題解決を目指します。

小学校6年生
修了時

小学校
就学始期3歳1歳6カ月1歳年度末1歳

産前休暇 産後休暇

②育児時間

③子の看護休暇〈年5日／年10日（2人以上）〉

④所定外労働の免除

⑤時間外制限〈月24時間、年150時間〉

⑥深夜業免除

⑦勤務時間の短縮措置〈1日の所定労働時間：6時間〉

⑧労働日数の短縮措置　※注2

8週間後出産6週間前懐妊

2008年 4月 入社 旅客サービス部

2012年 4月  神戸事業部
    貨物担当　チーフ

2014年 4月   グラハン・旅客担当

2018年 10月  総務部

My
career

社員が育児と仕事を両立できるよう、育児制度を整えています。
自分が描くキャリアプランの実現ができるよう、制度の面でサポートをしています。

［ 育児関連制度 ］

※注1…休職期間の延長は、「子が満1歳に達する日が属する年度末」または「子が満1歳6カ月に達する日」のどちらか長い方まで延長することができます。
※注2…労働日数の短縮は、シフト部門が対象です。
※注3…子供を保育所に入所させることできないなどの理由で、子が1歳に達する日が属する年度末もしくは1歳6カ月に達する前日まで育児休職を取得（延長）している
　　　  場合に再延長が可能です。

①懐妊・育児休職制度 延長可能期間 再延長

※注1

出産当日は産前に含み、
産後は出産日翌日からとします

勤務時間、労働日数の
短縮措置は
小学校6年生修了時
までです。

女性が多い会社なので
育児制度が整っています。
描いたキャリアを諦めず
働き続けられる環境です。

退社後には簿記学校に通学。
新たな知識や経験を身につけて
仕事の幅を広げることが

目標です。

大阪国際空港の敷地内に
は企業主導型保育施設と
して、「保育所 服部緑地園」
が運営を行う「そらやん保
育園」があります。5～23
時、365日営業の体制で仕
事と子育ての両立をサポー
トします。

空港保育所
「そらやん保育園」

伊丹空港に隣接※注3

AM7：00

起床

AM9：00

出社

AM9：00～

午前の
勤務

AM12：00

昼休み

PM5：30

退社

PM7：00

簿記学校

PM9：00

帰宅

PM12：00

就寝

PM1：00～

午後の
勤務

経理で簿記の知識が
必要なため、業務とは別で
外部の学校に通って力を
つけています！

pickup 学生時代の過ごし方 message 就職活動中の皆様へメッセージ

部活やアルバイト、免許取得など、学業に加えてさまざま

なことに挑戦していました。経験から学べたことは多く、人

脈も広がっていきました。プライベートでも好きなことは

とことんやり抜いていくタイプで、何かに挑戦すること、ま

たそれ以上に熱中することの大切さを実感しました。

今取り組んでいることに全力で打ち込んでください。何ご

とにも熱意と意欲を持って取り組んだ経験は、社会人に

なっても活きてくると思います。当社は成長し続けること

のできる環境、多様性を活かした環境があります。皆さん

と一緒に働けることを楽しみにしています。

この日の午前中は週末に
開催する空港イベント開
催に向け、関係各署との
打ち合わせを行いました。

午後は経理業務を実施。
一つひとつ正確にデータ
に目を通し、資料にまとめ
ていきます。

仕事と子育てを両立
さらなるステップアップを目指す

オペレーションサービス部 オペレーションサービス課 

宮城 阿佐美 （2005年入社）
総務部 総務課 

松山 智宏 （2008年入社）

2005年 4月 入社 グランドサービス部
2007年 4月  オペレーションサービス部
2012年 2月  　運航管理資格取得
2013年 11月  　AMO資格取得
2014年 9月  出産・育児による休職
2016年 4月  オペレーションサービス部
2017年 6月  出産・育児による休職
2018年 5月  オペレーションサービス部
2019年 4月  　アシスタントマネジャー

My
career

AMO（エアポートマネジメントオフィサー）とは主に、各部門の責任者と
調整をしながら運航方針を策定するAMDの補佐役。

AMD（エアポートマネジメントディレクター）とは空港基地長代行の職務で、
空港オペレーション全体のマネジメントを行う総括責任者。AMD

AMO

［ 育児関連制度 ］の紹介 とある1日の流れを紹介
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ANAへの出向で仕事の幅も知見も人脈も広がりました。

社員の声に耳を傾けて受け入れる社風が
社員の自信にも成長にもつながっています。

2019年からANAに出向し、KAIZEN活動の推進チームに所属しています。

KAIZEN活動では問題を見つけて原因を解明し、職場環境の改善によって余裕が

生まれることでお客様へのサービスを向上させることが大切です。活動は空港

業務以外のANAグループ全体やスタッフ業務にも関わるので、これまでにな

い知識や考え方をもとに物事をとらえられるようになりました。人脈も広がっ

たので、帰任後もANAグループの強みである「人」を大切に活動していき

ます。

企画室イノベーション・KAIZEN部とは
日々の仕事の中にある問題を見つけて改善を行い、働きやすい職場環境をつくる、お客様に提供する品質を向
上させる活動「KAIZEN」を国内外を問わずANAグループのフィールドで指導・展開しています。

ANA大阪空港には社員が会社にさまざまな提案をできる機会が

あります。社員の声を柔軟に受け入れる当社ならではの企画で、

多くの提案が実現しています。私も学生に航空業界の仕事を教

えたいと提案し、ANAエアラインスクールの立ち上げに関わ

りました。スクールの成長ぶりに感慨深いものがあります。

仕事の効率化を図り
ANAブランドの
向上を目指すー

KAIZEN推進チーム

ANA出向
企画室イノベーション・KAIZEN部

豊平 正道 2009年入社

★
ANA で
活躍する

社員
My career

2009年 4月 入社 グランドサービス部

2013年 4月  人事部

2015年 10月  貨物郵便サービス部

2016年 4月  貨物郵便サービス部 チーフ

2019年 4月  ANAへ出向 イノベーション・KAIZEN部

ANA OSAKA AIRPORT CO.,LTD17 ANA OSAKA AIRPORT CO.,LTD 18



ANA大阪空港株式会社
についてもっと知る

870名
社員数

About ANA 大阪空港
ANAグループの空港運営会社として、大阪国際空港（伊丹空港）
と神戸空港を中心に、ANAの基地機能を担っています。
社員一人ひとりがANAブランドを代表する意識を持ち、
活躍の場は国内だけでなく、世界へも広がっております。

ANA大阪空港株式会社とは、どんな会社ですか。Q

A

勤務地について教えてください。

大阪国際空港（伊丹空港）・神戸空港の2空港となります。
国内外の他空港の業務応援や、ANAおよびANAグループ会社などへ出向となった場
合は、出向先の勤務地で業務をして頂きます。（P.3-4 参照）

Q

A

採用選考の状況を踏まえ、ご本人の適性を鑑み、配属先を決定します。

入社時の配属はどのようにして決まりますか。Q

A

勤務時間について教えてください。

※部署によって異なります

1カ月単位の変形労働時間制としており、05:00から24:00まで
の交代制となっています。

Q

A

自己啓発支援制度とは、具体的にどのようなものですか。

ANAグループで実施しているオープンセミナーへの参加や、通信教育の受講が可能です。社員一人ひとりの自己
成長をサポートする仕組みを整えています。

Q

A

福利厚生について教えてください。

各種社会保険制度、ANAグループ福利用優待搭乗制度（国内線・国際線）をはじ
め、全社員が加入する共済会があり、各種給付金制度や社員の親睦イベントの企
画、運営などを行っています。

Q

A

その他たくさんのQ&Aをwebで掲載しています。ぜひご覧ください。 ANA大阪空港（株）採用ページ
http://www.ana-osaap.co.jp/recruit/

FAQ
よくある質問

数字で見る
ANA大阪空港

就航便数

※2022年2月時点の数字を表しています。

※ANA大阪空港がオペレーションを担うANA便および受託航空会社便数

男女比

男性

36%女性

64%

大阪国際空港（伊丹空港）

大阪国際空港では羽田路線を中心に全国各地への路線があり、神戸空港では羽田、千歳、沖縄への路線があります。

当社には800人以上の社員がいます。多くの仲間の力を合わせて、空港におけ
るさまざまな業務を行っています。

33.2歳
平均年齢

75.0%
有休取得率

多くの社員が計画的に有休を取得しています。航空券の社員優
待制度が使えるので、制度を活用して旅行に出かける社員も多
くいます。

（2021年度上期実績）

192便/日 16便/日
神戸空港
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大阪国際空港（伊丹空港）・神戸空港の2空港となります。
国内外の他空港の業務応援や、ANAおよびANAグループ会社などへ出向となった場
合は、出向先の勤務地で業務をして頂きます。（P.3-4 参照）

About ANA大阪空港働きやすい環境づくりへの取り組み すべての従業員にとって働きやすく、能力を十分に発揮できるような環境を
作るためさまざまな取り組みを行っています。

当社においては、ANAグループ健康経営宣言に則り、「社員の安全と健康の確保、快適な職場環境づくりは企業活動の基礎である」
という考えの下、社員が健康で長く働くことのできる環境の整備に努めることにより、プロフェッショナルとして期待に応え続け、企業
価値の向上につなげるために「ANA大阪空港健康経営宣言」を宣言し、推進しています。

健康経営の推進 グループ間コミュニケーション

施設等の環境を整備することで、従業員が働きやすい環境づくりを推進しています。

働く環境の整備

当社では、ANAグループの一員として
ANA's Wayというグループ行動指針
をもとに常に行動しています。その中
の一つである、「チームスピリット」を高
めていくために、社内レクリエーション
だけでなく、各部署での職場レクリエー
ションも多く行っていることもあり、世
代を問わず、社員同士のつながりを深
めることができます。

チームワークを強化するしくみ

『ANA大阪空港健康経営』に基づく取り組み
「ANA大阪空港 健康経営」の推進にあたっては、「健康管理」「疾病・職業病の予防」「メンタルヘルス」「安全衛生活動」の4つに
重点的に取り組むことで、従業員の満足度を高め、いきいきと働くことができる環境づくりや取り組みを行っています。

■ANAグループ健康管理室
産業医・保健師・看護師が常駐し、また産業カウンセラー
とともに、社員の心と身体の健康をサポートしています。

■ANAグループExercise
各職場でストレッチ等の体操を行うことで、心身のリフレッシュと労働災
害防止の意識向上に努めています。

■疾病やけがの予防、健康増進のためのセミナー開催
熱中症や腰痛といった疾病予防や健康増進のためのセミナーを積極的
に開催しています。

■ANAグループ全体で健康づくり
ANAグループ各社が集い、大運動会やウォークラリー等、楽しく体を動
かし、運動習慣につなげるさまざまな活動を行っています。

グループ休憩室 社内レクリエーション「ナイトBBQ」 職場レクリエーション

チームスピリットの醸成

女性更衣室内パウダールーム

いきいきプロジェクト
学校や施設に訪問して行う航空教室、空港内におけ
る季節イベント・空の日イベントの実施など、お客様
に喜んでいただく活動に加え、会社を超えた社員同
士の交流などの取り組みを実施しています。

ボランティア活動
毎年多くのANAグループ社員がボランティア
としてイベントに参加して社会貢献に取り組ん
でいます。

Team
ITM/UKB

ANA
大阪空港

ANA

ANA WINGS

ANA FESTA

ANA
システムズ

ANA
ラインメンテナンス
テクニクス

ANA
スカイビルサービス

ANA
ウイングフェローズ

ANAエアロ
サプライシステムTeam ITM/UKB 人財育成プログラム　

自身の業務に直結するセミナーだけでなく、自己成長につなげるグローバルセミナー
やITセミナーなどに加え、健康に関するさまざまなセミナーを開催しています。

Team ITM/UKBとして、伊丹・神戸地区のANAグループ9社、
約2000名が連携・協力し、お客様をはじめ地域やさまざまな関係者の皆様の
期待に応えるための活動をANA大阪空港が中心になり率先して行っています。

伊丹（ITM）、神戸（UKB）地区に集うANAグループ各社
が、最高のパフォーマンスを発揮するために、チームと
して連携しさまざまな取り組みを実施しています。

Team ITM/UKBとは
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■ 会社名 ANA大阪空港株式会社

■ 所在地 本社
大阪府豊中市蛍池西町3-555　大阪国際空港内
神戸事業部
兵庫県神戸市中央区神戸空港1番

■ 代表者 代表取締役社長　杉浦　賢

■ 資本金 1億円

■ 従業員数 870名
（2022年2月現在）

■ 事業内容 大阪国際空港・神戸空港における「空港運営会社」として、
ANA便および受託航空会社便において、下記の業務を行い、
エアラインの基地機能を担っています。
○ 旅客サービス業務 ○ グランドハンドリング業務
○ 貨物郵便サービス業務 ○ オペレーション業務
○ 車両整備業務 ○ 総務、企画、人事業務

会 社 概 要

ANA OSAKA AIRPORT CO.,LTD

ANA大阪空港株式会社

www.ana-osaap.co.jp

※本誌に掲載されている情報は2022年2月現在のものです。


