社会保障を考える

2040年の

1110兆円に膨張した公的年金の「暗黙の債務」
デフレ下で「マクロ経済スライド」が発動できなかった影響もあり、公的年金の 見え
ない債務 は1110兆円に膨張した。ツケは若い世代や将来世代が払うことになる。

（法政大学経済学部教授）
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