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権力集中の人権機関に危惧

建設的な問題提起求む
全国地域人権運動総連合（丹波正史議長）は３月

人権連側
藤原委員長

日、京都市内で日本弁護

士連合会が発表した「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」について、
日弁連国内人権機関実現委員会の藤原精吾委員長と意見交換をしました。
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