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（注）
「年齢関係支出」のケース1は、2024年度以降の20〜30年間の実質経済成長率を （年度）
年率0．
4％、
ケース2は同1.4％と想定。高齢化率は総人口に占める65歳以上の割合
（出所）財政制度等審議会「我が国の財政に関する長期推計」
（2018年4月）
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