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天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成 29 年法律第 63 号）が、平成 31（2019）年 4 月 30

日に施行され、天皇陛下が御退位されます。御退位による皇位の継承が行われ、元号が改められま

すが、現段階においては、元号法（昭和 54年法律第 43号）の規定による政令の改正が行われてい

ないため、本計画における元号の表記は「平成」を用いることとし、改元後は新元号に読み替える

ものとします。 
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