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例  言 

 

 

１ 本書は、兵庫県神戸市垂水区五色山４丁目ほかに所在する史跡五色塚（千壺）古墳 小

壺古墳の整備基本計画策定報告書である。 

 

２ 本計画策定事業は、神戸市教育委員会が事業主体となり、平成 30年度から令和元年度

にかけて実施した。事業実施にあたり、国庫補助金（国宝重要文化財等保存・活用事業費

補助金 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）及び県費補助金（文化財保存整備費等

補助事業補助金）の交付を受けた。 

 

３ 本計画の策定にあたり「史跡五色塚（千壺）古墳 小壺古墳整備基本計画策定委員会」

を設置し、協議を行った。 

 

４ 本計画の策定に係る事務は、神戸市教育委員会事務局文化財課が担当した。また、計画

の取りまとめについては株式会社都市景観設計に委託した。 
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