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資料２ 

 
《 新旧対照表の見方 》 

 

見開き左ページが素案、右ページが修正案及び備考欄となっています。 

 

<本文> 

 素案の削除した部分には、左ページに赤字と下線で表示しています。 

 修正・追加部分は、右ページに青字と下線で表示しています。 

<個別事業> 

 修正箇所は、黄色で塗りつぶしています。 

 削除する事業は、黄色で塗りつぶし、見え消し線で表示しています。 

<用語解説> 

 一般的に分かりにくい字句などは、初出のページに※印をつけ、右ページの

最下段に青字で説明文を追記しています。 

<付属資料> 

 付属資料については、「本市の策定経過と国の動き」、「計画素案に対する

市民意見の募集」及び本文を補足するデータ（表・グラフ）を追加していま

す。新旧対照の形式はとっておりません。 
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