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高知空港ビル株式会社 社員募集要領 

 

                       南国市久枝乙５８番地 

高知空港ビル株式会社  

１．会社の概要 

（１）当社は、昭和５６年４月に、高知県、南国市、地元経済界、航空会社等の出資 

により、高知空港ターミナルビルの運営会社として設立し、本年４月で創立４０

年を迎えております。 

現在は、東京、大阪、名古屋、福岡、成田、関西、神戸への７路線、１日５０

便の航空機が発着しており、年間１５６万人の搭乗客の方々が集う、高知県の空

の玄関として大きな役割を果たしています。 

（２）資本金   ６億円 

（３）株主数  １３株主  

高知県、ＡＮＡホールディングス株式会社、とさでん交通株式会社、南国市 

株式会社四国銀行、日本航空株式会社、株式会社高知銀行、高知市 

株式会社高知新聞社、南国市農業協同組合、高知商工会議所 

株式会社高知放送、株式会社テレビ高知 

（４）大株主 高知県５１.６% 

（５）役員  １５名                 令和２年３月３１日現在 

氏 名 地 位 重要な兼職の状況 

十河  清 代表取締役社長  

野坂 哲生 常務取締役  

横山  寛 常務取締役  

川村 雅計 取 締 役 高知県 中山間振興・交通部長 

堀田  徹 取 締 役 全日本空輸株式会社 高知支店長 

片岡万知雄 取 締 役 とさでん交通株式会社 代表取締役社長 

平山 耕三 取 締 役 南国市 市長 

山元 文明 取 締 役 株式会社四国銀行 代表取締役頭取 

磯村 康志 取 締 役 日本航空株式会社 高知支店長 

森下 勝彦 取 締 役 株式会社高知銀行 代表取締役頭取 

宮田 速雄 取 締 役 株式会社高知新聞社 代表取締役社長 

青木 章泰 取 締 役 高知商工会議所 会頭 

廣田 豊一 常勤監査役  

吉岡  章 監 査 役 高知市 副市長 

澤本  誠 監 査 役 高知市農業協同組合 理事 
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（６）従業員数 ４０名（令和２年６月１日現在） 

   男性 ６名、女性 ３４名 

 

２．経営ビジョンと経営の基本方針 

  １）経営ビジョン 

『人が集い・行ってみたくなる空港を目指して、地域の活性化をリードする組織に進化』 

 

  ２）経営の基本方針 

   ①「お客さまの満足と感動につながる空港づくり」 

   ②「地域と連携し地域の発展に貢献する存在感のある空港づくり」 

   ③「３つのワン（ナンバーワン、オンリーワン、ファストワン）の創造によるお

客様に選ばれる店づくり」 

   ④「経営体質の強化」 

 

  ・当社は、高知県の空の玄関として、お客様にご満足いただけるサービスの提供を

最重要目標としています。 

 

  ・高知県では、「リョーマの休日 ～自然＆体験キャンペーン」が開催されており、

総合案内所に専用コーナーを設置し、各地で行われているイベントや観光地のル

ート等をご案内しています。 

また、明るく華やかな空港を楽しんでいただくために、「約 6 万 7 千球のイルミ

ネーション」により、夜の高知空港ビルをライトアップするとともに、「高知県

産の花を中心としたウエルカムフラワー」でお客様をお出迎えするなど、空港へ

お越しになられるお客様に対して、“光”と“花”によるおもてなしを行ってい

ます。 

 

  ・地域を元気にする取組みとして、高知県、市町村、大学、県内漁協等と連携し、

直営店では、高知県産の魚や新鮮な朝どれ野菜を販売・提供するなど、地産外商

に取り組んでいます。 

 

  ・３つのワンの創造による店づくりとして、買いたい物は何でもある№１の品揃え、

空港ビルでしか買えない物がある only1店舗への取り組み、話題の商品をいち早

く販売する fast1に取り組んでいます。 

 

・これからも、社員一丸となって、お客様への心からのおもてなしに努め、高知へ

来て良かったと思っていただけるような取り組みを行っていきます。 
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３．求める人物像 

  高知県の空の玄関として、当社が目指す「人が集い、行ってみたくなる空港」とい

うビジョン達成に向けて、一緒に挑戦し続ける人材 

 

４．職務内容 

 （１）事業計画、経営計画の企画立案・実施 

（２）施設、設備に係る維持保全計画の立案・実施 

 （３）総務・経理業務 

（４）土産物品等の販売、飲食の提供 

（５）お客様への総合案内 

（６）空港ターミナル業務全般 

 

５．採用職種 

  正社員・総合職 

 

６．採用予定人員 

  １名 

 

７．採用予定日 

  令和３年４月１日 

 

８．勤務場所 

  南国市久枝乙５８番地   高知空港ビル株式会社 

 

９．会社説明会の日時及び場所 

  令和２年７月１９日（日） 

  場所：高知空港ビル２階 有料待合室 

グループ①               グループ② 

受付：午前９時３０分から        受付：午後１時３０分から 

   開始時間：午前１０時００分       開始時間：午後２時００分 

   終了予定：午後１２時００分       終了予定：午後４時００分 

  ※事前申込みが必要です。当社ホームページよりご確認ください。 

   なお、会社説明会への参加は、受験資格に関係ありません。 
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１０．応募資格 

 （１）大学卒業程度の学力を有する方 

（２）パソコン（エクセル、ワード等）による書類作成が可能な方 

（３）普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する方 

 

１１．応募方法 

 （１）応募書類は下記の４種類です（写真は２枚必要です）…全て自署のこと 

        ①履歴書（Ａ４版、写真付） 

     ②職務経歴書（Ａ４版） 

        ③応募理由書（Ａ４版） 

     ④受験票（写真付） 

写真は、最近３ヶ月以内に撮影したもの 

（上半身、脱帽、正面向き、縦 4㎝、横 3㎝） 

※ハローワークを通じて応募された方は、ハローワークの紹介状を添付してくだ

さい。 

 

  （２）入手方法 

     ①郵送 

     表に「採用試験応募書類請求」と朱書した封筒に、120円分の切手を貼り宛

先を記載した返信用封筒（角２封筒）を同封し、当社総務課まで請求して下

さい。 

     ②インターネット 

     当社ホームページ(http://www/kochiap.co.jp)からダウンロードして下さい。 

 

 （３）受験申込受付期間（郵送に限ります。） 

   令和２年６月１５日（月）～ 令和２年８月３日（月） １７時必着。 

    封筒の表に「採用試験受験」と朱書し、簡易書留で当社総務課宛て郵送して 

下さい。受験票が届くまでは、簡易書留の控えを保管して下さい。 

※受験票送付のため、定型封筒に受験者の住所・氏名を明記し、 

84円切手を貼付したものを同封してください。  

 

 （４）受験票の送付 

     ８月１２日（水）までに受験申込者に郵送いたします。 

届かない場合は当社総務課へ問い合わせてください。 

     ※受験票は、試験当日必ず持参して下さい。 



5 

 

１２．試験の日時及び場所 

     第１次試験 令和２年８月１６日（日） 

          受付時間 午後１２時３０分～午後１時００分 

          試験時間 午後１時１５分～午後４時１５分 

          試験場所は高知空港ビル２階 有料待合室  

※受験人数により試験会場を変更することがあります。 

第２次試験  令和２年８月３０日（日） 

※第２次試験は第１次試験合格者に実施しますが、詳細は第１次試験合格通知

の際に連絡します。 

 

 

１３．試験の方法及び内容 

 （１）第１次試験 

①基礎能力試験及び適正検査 

種目 試験時間 試験方法・内容 

 

基礎能力試験 

（大学卒業程度） 

６０分 

文章読解能力、数的能力、推理判断

能力、人文・社会、自然に関する一

般知識、基礎英語についての択一試

験 

適性検査 ３５分 
職務遂行に必要な性格的特徴等を

把握する適性検査 

※マークシートを使用しますので、ＨＢ以上の鉛筆、消しゴムを必ず持参してくだい。 

 

②小論文試験（６０分） 

課題についての理解、分析、問題解決能力等をみる記述式による筆記試験 

  

 （２）第２次試験   

種目 内     容 

面接試験 人物、人柄等に関する個別面接 

 

（３）各種目の配点 

第１次試験 第２次試験 
総合点 

基礎能力試験 小論文試験 面接試験 

200点 100点 200点 500点 

  ※適性検査は面接試験を補完するものとして、人物像を把握するために実施します

ので、配点はありません。 
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１４．合格発表 

   第１次試験  令和２年８月２５日（火）午後５時予定 

第２次試験   令和２年９月４日（金）午後５時予定 

   ※１次、２次ともに、当社ホームページで合格者の受験番号を掲示すると 

ともに、受験者全員に合否を文書で通知します。 

          

１５．給与及び勤務条件 

  （１）給与 

月額１６７，０００円 

賞与年間２回、他に通勤手当、残業手当を当社規定により別途支給します。 

 

   （２）勤務時間 

       所定７時間（通常９時～１７時） 

       ただし、配属部署により６：００～２１：００の間の交替勤務があります。   

    ≪通常勤務≫ 

始 業 終 業 休 憩 

９時００分 １７時００分 １２時００分～１３時００分 

    ≪経営企画部・総務部≫ 

就業区分 始 業 終 業 休 憩 

早番 ６時３０分 １４時３０分 １１時００分～１２時００分 

遅番 １３時００分 ２１時００分 １４時００分～１５時００分 

    ≪営業部≫ 

就業区分 始 業 終 業 休 憩 

早番 ６時００分 １４時００分 １２時００分～１３時００分 

平番 １０時００分 １８時００分 １３時００分～１４時００分 

遅番 １１時５０分 １９時５０分 １３時００分～１４時００分 

    航空機の発着時間に応じて、高知空港ビルの開・閉館時間の変更を行っている

ことから、勤務時間を変更することがあります。 

 

   （３）休日 

      月８日（１月は９日）年間９７日。 

土曜日、日曜日が必ずしも休日ではありません。 
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   （４）年次有給休暇 

     入社初年度の年次有給休暇日数は１０日で、以降、毎年、所定労働日数を勤

務することにより年次有給休暇日数は増加し、勤続７年目から２０日となり

ます。 

 

 （５）特別休暇 

     夏季休暇２日 

   

（６）時間外勤務 

繁忙時期及び航空機の発着時間の遅れが発生した場合等において、所定勤務

時間外の勤務を命ずることがありますが、従業員が本人自身のための時間を

持つことや、家族との憩いの時間を大切にしていくために、定時退社に取り

組んでいます。 

平成２７年４月には、男女が共に働きやすく、仕事と家庭の両立の推進など

子育てしやすい職場づくりに取り組んでいる企業として、高知県から次世代

育成支援企業の認証をいただいています。 

また、従業員が心身ともに健康で働き続けることができる職場づくりに取り

組んでおり、「高知家」健康企業宣言を行っています。 

     

１６．試験成績の開示 

   成績の開示については、公開しない。合否発表のみとする。 

 

１７．個人情報の取扱 

    応募書類は返却しませんが、当採用試験以外の目的には使用しません。 

 

                                    以上 


