
地震に強い水道管へ地震に強い水道管へ
　安心・安全な水をお届けするため、市内全域の地
下には水道管が広がっています。水道管には、内側
と外側から圧力がかかっており、古い水道管では
これらの力に耐えられずに破損し、漏水が発生し
たり、大きな地震の際には管の継ぎ目が外れたり
する恐れがあります。平成28年には、4件の大きな
漏水事故が発生し、市民の皆さんに多大なご迷惑
とご不便をおかけしました。

　水道局では、古い水道管を地震に強い水道管に
入れ替える工事を進めています。生活・都市活動に
欠かせない水道水を、地震などの災害時において
も安定的に皆さんにお届けするための耐震化工事
です。ご理解とご協力をお願いいたします。

女性チャレンジ応援拠点がオープン！
　「ボランティアや地域活動等をしてみたいけど
何ができるのかしら？」と思っている女性や、地域
で活躍している女性がさらに積極的に活動できる
よう、育成・支援を行います。コーディネーター等
が相談に応じ、交流会、ワークショップも順次開催
していきます。
日　時   火曜・金曜10:30～12:30、水曜18:00～

20:00、木曜・土曜13：00～15:00（祝日お
よび休館日を除く）

場　所  クレオ大阪中央

 就職をめざす全ての女性向け
女性が働きやすい企業就職面接会
　大阪市女性活躍リーディングカンパニーの就職
面接会を開催します。「子育て」と「仕事」が両立で
きる、女性にとって働きやすい職場をめざす企業
が参加します。仕事の内容など、詳しくは、大阪マ
ザーズハローワーク（ 7653-1098）にお問い合
わせください。
日　時   2月7日(火)13:30～16:30、2月27日（月）

13:30～15:30
場　所   大阪マザーズハローワーク

　大阪港は、1868年（慶応4
年）7月15日に開港し、今年で
開港150年を迎えます。この
記念すべき年に、港への愛着
を深めていただくため、記念
事業を開催していきます。
 大阪港の歴史
　古代には難波津と呼ばれ、朝鮮、中国など大陸との交
通の要所として発展してきました。1868年に近代港
湾として開港してからは、本格的な築港工事を行い、ア
ジア貿易の中心地として栄え、日本経済や大阪産業の
発展と歩調を合わせて、港湾施設を整備拡充してきま
した。
 発展を続ける国際貿易港
　現在、世界約140の国と地域、約600の港と結ばれて
おり、関西圏の経済活動や市民生活を支えています。こ
れからも大阪港は国際貿易港としてさらなる発展をめ
ざしていきます。

　船で大阪港「天保山 ⇒ 咲洲一周 
⇒ 天保山」をご案内します。対象は市
内在住の満20歳以上で当日アンケー
トに回答していただける方。定員各
便50人（抽選）。

日　　時   3月18日（土）、19日（日）（荒天中止）
1日2便（1便10:15～、2便12:45～、
各80分）

場　　所   天保山西岸壁乗り場　費　　用  無料
締め切り   2月20日（必着）
申し込み   往復ハガキに、希望日と便（1便また

は2便）・参加者全員（2人まで）の住
所・氏名・年齢・代表者の電話番号を
書いて、〒559-0034 住之江区南港
北2-1-10 ATCビル ITM棟10階、港
湾局総務課「大阪港見学会」係へ。

問い合わせ   大阪市総合コールセンター 
4301-7285  6373-3302

 求職活動をされている方向け
就職活動準備セミナー
　「しごと情報ひろば」のベテラン相談員が就職活
動の取り組み方から応募書類の書き方、自己分析
の方法、面接対策までを解説します。対象は市内在
住の方。定員30人（先着順）。
日　時   2月8日（水）13:30～15:30
場　所   西淀川区役所

ハローステップ就職応援プラザ
inひがしよどがわ
　相談や職業適性の検査、履歴書用の写真撮影を
行います。就職面接会（５社予定）も同時開催し
ます。
日　時   2月9日（木）13:00～16:00
場　所   東淀川区民ホール

おおさか“大”女子会
～なりたい自分になるために～
　地域課題を解決するための活動など、「これから
何かを始めたい」と思っている女性に向けて、こど
も食堂や地域に根ざした活動スペースづくりなど
に取り組んでいる方の話を聞きながら、活動の始
め方やネットワークづくりなどについて、参加者
同士でグループワーク等を行います。
日　時   3月5日（日）14:00～16:00
場　所  クレオ大阪中央

※費用は全て無料

イラスト：日本水道協会作成の
水道PRパッケージより引用

問い合わせ　水道局お客さまセンター　  6458-1132　  6458-2100

 水道管にかかる内側と外側からの圧力
　内側：水道管内に水を流すための圧力
　外側：道路を走る車などの振動による圧力

 水道管の入れ替え工事
　平成27年度末時点で、全体の約5200㎞のうち、26％が耐震化工事
を終了しています。残りの74％については、昭和40年頃までに埋めら
れた古い水道管（14％）を優先し、計画的に「地震に強い水道管」に入れ
替える工事を進めていきます。

女性の活躍を応援します

あなたの就職を応援します！

　女性が能力を十分に発揮し活躍できる社会、男女がともに
いきいきと活躍できる社会の実現をめざし、現役世代の活力
の底上げと大阪の活性化を図ります。

　全ての人が安心して働ける社会の実現に向け、個々の
ニーズや可能性に応じた就業支援を実施しています。市
民の皆さんの「働きたい！」をしっかり応援します。

大阪市水道局
イメージキャラクター
「ぴゅあら」

問い合わせ　大阪市男女いきいき財団　  7656-9040　  7656-9045

問い合わせ　市民局雇用・勤労施策課　  6208-7351　  6202-7073

問い合わせ　港湾局総務課　  6615-7728　  6615-7719

ご存
じ

です
か？

市内全域には約5200㎞の水道管が広がっています。
これは、大阪からシンガポールまでと同じくらいの
距離です。

古い水道管

地震に強い水道管

女性活躍リーディングカンパニーとは
　女性の登用や、意欲のある女性が
活躍し続けられる職場づくりに積極
的に取り組んでいると、大阪市が認
証した企業など。

大阪の産業とともに発展
する大阪港（昭和40年頃）

今年は大阪港開港150年です
大阪港
見学会

※費用は全て無料
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