
憲法改正フォーラム 貴重提言から 

 

１．シリーズ 憲法改正 [考] １ 

 

今、なぜ憲法改正か！ 

 大東亜戦争敗戦時、ＧＨＱによる占領、つまり日本に主権が無い時期に「さも日本

国民が制定したように工作されて押し付けられた憲法」 

それは本来占領状態を維持するための条例に過ぎなかったものなのですが・・・ 

 

日本は７０年以上経っても、一字一句変えることなく、時代に対応できない事態が発

生する今なお、改正を阻止し、議論さえ避け！ 

国民の主権を妨害する政党が居る。 

現憲法は、 

皇室の廃止、日本の国柄が作り変えられる危険と言う脅かしに屈してＧＨＱによる

占領政策を受けいれたのです。 

 

２．シリーズ 憲法改正 [考] ２ 

 

国民主権と憲法改正 

 

憲法改正を最終的に決めるのは、国民投票の権利を持っている私たち国民です。 

しかし、その権利を行使するには、まずは国会で発議していただかなくてはなりませ

ん。 

 政治家は民主主義を信じているのか、政治家は国民を信じているのか。 

 

 民主主義を信じ国民を信じて発議していただければ、それを受け止めて国の未来の

為に一番いい選択をする。その能力と意思を私たち国民は持っていると思います。  

 －櫻井よしこ氏－ 

 

３．シリーズ 憲法改正 [考] ３ 

 

国民の強い意志を示す事こそ「抑止力」 

 

護憲派の人たちをウクライナの前線に連れて行きたい。 

抑止力を無くして平和を得た国はないでしょう。 

そして抑止力と言うのは物理的な物だけではありません。 

もし、改憲国民投票の際、何千万人もの日本人が投票所に来て「改憲賛成」に票を入

れたら、「我々は外国によって強制的に押し付けられた憲法を認めない。 

 自分の国を自分で治めるのだ。 

 自衛隊がこの日本を守っているように我々も自衛隊に協力し自衛隊員の権利を守る」 

と言う意味になります。 



 

そういう強い意志を示す事こそ最大の抑止力になると思います。 

 

－ウクライナ留学生 ｻｻﾞﾚﾝｺ･ｱﾝﾄﾞﾘｰ 氏  

 

 

４．シリーズ 憲法改正 [考] ４ 

 

国防意識と憲法改正  

 

戦争を招く日本の実態 

 

日本人って？ 

武力をもって攻撃したら、いつまでも押し付けられたルールにおとなしく従うんだ。 

 

日本の領土を奪っても！ 

 国民を拉致しても！ 

ミサイルを飛ばしても！ 

 国際条約を破っても！ 

 何度も領海侵犯しても！ 

 全く動こうとしないんだ。 

 

日本の国会に決断力がなくて、 

どんな危機に直面しても行動を取らず、 

 中身の薄い議論を続けるばかりなんだ。 

 

こういう風に思われてしまうことこそ、 

 戦争を招かざるを得ない実態だと思います。 

 

－ウクライナ留学生 ﾅｻﾞﾚﾝｺ･ｱﾝﾄﾞﾘｰ さん－ 

 

５．シリーズ 憲法改正 [考] ５ 

 

憲法を改正したら戦争になると言う人たちがいますが、 

 ６０回以上改正したドイツ、２０回以上改正したフランスは戦争するために憲法を

改正したのでしょうか？ 

そうではなく、憲法と現実が合わなくなって来たからこそ改正したのではないでし

ょうか！ 

  －大学非常勤講師 小堀裕子氏－  

 

６．シリーズ 憲法改正 [考] ６ 



 

現在の国家と憲法の関係を人間の体と洋服との関係に例えた学者がいます。 

 

「子供から大人に身体が成長して行けば洋服のサイズも合わなくなり、買い替えた

り、 

仕立て直しをしたりします」 

これと同じように、国家も成長し発展していけば、これに応じて憲法を改正したり、

新憲法を制定する必要が出てきます。 

だから、どの国でも必要に応じて憲法を改正しているのです。 

 

もちろん、無制限に変えていいというわけではなく、国家の基本に関わる事や国民の

権利や自由に関わる部分は変えてはいけない筈です。 

 

我が国でいえば、天皇を中心とした国柄はしっかり守っていかなければなりません。 

 或いは基本的人権の本質を否定したり、侵害するような改正は認めてはいけないと

思います。 

 －大学非常勤講師 小堀裕子氏－ 

 

 

 

７．シリーズ 憲法改正 [考] ７ 

 

憲法は権力を縛るためにあり、これこそが立憲主義だと言う人たちがいます。 

確かに近代立憲主義は国王の絶対的な権力の行使を縛るために生まれました。 

今でも権力が乱用される恐れがありますから、権力の行使を制限するために憲法が

存在するということは間違いありません。 

でも、それだけでしょうか。 

憲法は権力の行使を制限するためだけではなく、 

「国が権力を行使するための根拠を定めたものであります。例えば日本国憲法４１

条は、国会が唯一の立法機関であると定めています。 

これは、国会が立法権しか行使できないように国家権力の行使を制限しているだけ

ではなく、もともと国会に立法権、つまり国家権力の行使を認めたものにもなってい

ます。 

また、憲法は権力をしばるものと強調する人たちは、そもそも国家とは何かをあまり

考えたことが無いようにも思われます。 

－大学非常勤講師 小堀裕子氏－ 

  ・・・国家論は次回・・・ 

 

８．シリーズ 憲法改正 [考] ８  

 

たしかに国家とは権力機構を指すこともあります。 



しかし、それだけが国家でしょうか？ 

２０００年余、皇室を中心に私たちのご先祖が大切に守り伝えてきたこの「共同体」 

、これもかけがえのない国家のはずです。 

そして次のように考えれば憲法は権力を縛るだけのためのものではなく、 

「私たちの国の有り方、つまり、国の姿や形を示すものでも有る筈です。 

ですから、憲法を改正するという事、憲法とは何かを考える時には一体、 

国家とは何だろうかということもまた考えて見る必要があると思います。 

新しい令和の時代を担っていく若い世代が、憲法を通じて、 

日本とはどういう国なのか、 

どのような国にしていくべきか考えていかなければならないと思います。 

－大学非常勤講師 小堀裕子氏－ 

 

９．シリーズ 憲法改正 [考] ９ 

憲法改正に向き合わない日本の体質！ 

 

サンフランシスコ条約発効により、日本は主権を回復し、ＧＨＱ占領体制から脱し、

再び独立国として出発することになったが・・・ 

中略 

すなわち、問題の本質は主権回復後、70 年弱を経ても、現在に至るまで占領体制の

枠組みを引きづり、独立国の基軸である憲法の一字一句を変えることができなかっ

た、 

 

独立の精神、日本精神の喪失にこそある、と思わずにはいられない。 

 

「半独立国家、平和国家・日本」 

 －富士社会教育センター理事長 落合清四－ 

 

１０．シリーズ 憲法改正 [考] １０ 

 

憲法審査会が開かれない原因 

・枝野代表はかつて文藝春秋で「集団的自衛権を認める憲法改正試案を出しました」

あれは一体どこに行ったのでしょうか？ 

・共産党は現行憲法制定時、「民族独立のために 9条に反対すると明言しました」 

 

日本国民の基本原理は国民主権ですが、その国民主権を我々が行使できる最大の方

策が憲法改正に対する国民投票です。 

その国民投票を妨げるような政党、これこそ非立憲主義であり、非民主主義な政党だ

と言わなければならない。 

 

 －民間憲法臨調副代表 西 修氏－ 

 



１１．シリーズ 憲法改正 [考] １１ 

 

9 条改正に前向きなアメリカと反対する中国・韓国 

日本の憲法 9条は同盟国との集団防衛を禁止するため日本自身にとって危険である。 

・・・アメリカの大手新聞・・・ 

しかし、アメリカ全体として日本に向かって憲法を改正すべきだということを声高

にぶつけることはしません。 

これはやはり成熟した民主主義国家として他国の憲法をこうしろ、ああしろと求め

たりしないということなんです。 

 

一方、この点、 

日本対して憲法 9条を絶対変えるなと声高に叫んでいるのは中国と韓国です。 

3 年前に日本の憲法 9 条をノーベル平和賞に推薦しようという動きが日本で起きた

時に、中国と韓国とでどっとそれに同調する動きが起きました。 

 

中国は日本の尖閣諸島を軍事力で奪取しようとしています。韓国は日本の竹島を既

に軍事占領しています。 

 

そんな両国が日本に向かって憲法 9 条を変えるなと要求する。 

この現実だけを見ても日本が真の平和と安全のために進むべき道というのは 

明白だと思います。 

 

  －麗澤大学特別教授 古森 義久氏－ 

 

１２．シリーズ 憲法改正 [考] １２ 

 

さて、 

なぜ憲法改正議論が進まないのか? 

 

「護憲派」とは一体何か。 

彼らは、北朝鮮、中国、ロシアが拍手喝采するような事ばかりを言い、ユーラシア大

陸の危険な国々にインビテーションカードを発行する役目を持っているようだ。 

・・・・ 

「誰が国を危険に晒そうとしているのかは明らかだ。 

日本を動かすのは我々だという熱意をもって前進したい」 

   －杏林大学名誉教授 田久保忠衛氏－ 

  (憲法審査会の意義を問う・・・) 

 

１３．シリーズ 憲法改正 [考] １３  

 

東アジア情勢 



 

韓国文政権は、我が国との間で慰安婦合意破棄・韓国最高裁の強制徴用賠償判決・韓

国駆逐艦による自衛隊哨戒機レーダー照射・韓国国会議員による天皇陛下への謝罪

要求と反日行動を次々と起し、日韓関係は最悪となっている。 

 

また中国は、 

着々と東シナ海・南シナ海における海洋覇権の動きを強めている。 

我が国領土である尖閣諸島周辺海域には、中国公船が接続水域内をほぼ毎日航行し、

一ヶ月に三回程度の頻度で領海侵入を続けている。 

台湾に対しては、「一国二制度」による平和統一を選択しない限り武力統一も有り得

ると脅迫している。 

さらに、中国の圧倒的な軍事優勢がほぼ確立している南シナ海では、中国漁船がベト

ナム漁船を沈没させる事件を頻繁に起こすようになった。 

・・・・ 

自衛隊の憲法明記によって、日本国民の「国を守る意思」を内外に表明することは喫

緊の課題である。 

 

  －「美しい日本の憲法をつくる国民の会」 声明文より 

 

※ このようアジア情勢が激変し、日本国家存亡の危機すらある中に、立憲民主や社

共の審議拒否で憲法審査会が開かれないという異常状態にある。 

野党は、国民の暮らしを「政局」に持っていき、国民の主権を蹂躙している。 

 

※ この間にも、中国の世界平和破壊活動は広がってしまう。 

日本国民の危機なのである! 

 

１４．シリーズ 憲法改正 [考] １４  

 

護憲派が日本を滅ぼす事態! 

憲法を守って国を滅ぼす・・・ 

 

「護憲勢力」と言うと、日本の平和を希求する良心的な人々だと思われている節があ

るが、これは全くの誤解である(間違いである) 

 

かつて、日本をソ連のような体制にすることを理想としていた人々が現実に居たわ

けであるが、これらの人々にとっては自衛隊と日米安保条約が邪魔だったのである。 

 

これは、共産党が当初、憲法 9条に異を唱えたのに撤回したことでもよく解る。 

 

「9条は使える」と思いついたのである。 

 



護憲派の主張は、なにも憲法の理想の実現を求めたわけではなく、自分たちの戦術の

ために憲法を利用したにすぎないのである。 

 

状況は大きく変わったが、自分たちの存在感を示すだけに、 

自ら「どこまで本当に信じているのか疑問な主張により、国防に関する真剣で建設的

な議論を妨げることはやめて貰いたいものだ・・・ 

 

－富士宮市 一市民－ 

 

 

１５．シリーズ 憲法改正 [考] １５  

 

自衛官の制服は国産で無ければ駄目なのだ! 

 

軍服の着用は、ジュネーブ条約で「武器の保有や武力の行使権限が与えられているこ

とから、万が一模造品が造られるといったことがないよう製造段階では細心の注意

が払われています。 

その為、国産が選ばれてきました。 

国内企業ならば、製造段階で監督や検査が確実にできるのです。 

・・・・・ 

制服は「機密の塊」です。 

管理も、糸一本でも外部に漏れることのないよう、企業の責任で焼却処分し、全てを

抹消した証拠として焼却炉の煙まで撮影し報告しているほどです。 

・・・・ 

制服を国産することは犯罪に悪用されるるのを防ぐだけでなく、難燃性など制服そ

のものに備わった隊員の生命を守る機能にも大きく関係するにも関わらず、重要性

が最も理解され難い部分です。 

 

  －防衛問題研究家 桜林美佐氏－ 

 

安けりゃ良いだろう・・・中国や韓国製? 

ユニクロ?  とんでもない事です。そのためには政府としても「繊維産業」を守る

施策も必要です。 

 

１６．シリーズ 憲法改正 [考] １６  

 

 

戦争反対は全ての人の願い! 

平和は全ての人の願い・・・しかし、世界の戦争は「平和の追及」から起きている。 

平和の範囲や次元が違うからではないか? 

 



だからこそ、平和を維持するための「世界共通の国際法」が必要だが! 

みんな国益を最優先する、正当な利害が絡むのでなかなか難しい。 

 

誰かが、どこかの 一国の指導者が独裁的に「平和」を強制し、従わなければ「弾圧」

するくらいの怖さがなければ、戦争は無くならないとさえ思えてなりません。 

(例えば、信長さん・秀吉さん・家康さん) 

 

で・・・次善の策は「抑止力」に期待するのですが! 

 

戦争の悲惨さを共有し、ギリギリのところで踏みとどまる「理性」の共有、 

その根幹が「家族」にあります。 

 

それを知り尽くした「悪魔」が「家族破壊を企む」・・・つまり個の尊重とか、夫婦

別姓とか、多様性とか・・・或いは、民主主義を振りかざし、弱者の味方を装い、且

つ悪用して「家族破壊」を仕掛ける。 

 

それが、戦争への道ならしなのではありませんか・・・ 

 

戦争反対と叫べば正義? 

それで事足りる? 

 

そんな次元で立ち止まるわけにはいきません。 

お花畑的幻想者に組したくはないです。 

 

大事な事は、「戦争が起きない手立てを講じること」 

交通事故防止・犯罪防止も、防火体制も、自主防災組織も、同じです。 

 

なぜ、戦争防止策だけ阻止しようとするのか? 

 

戦争を無くする「過程」を踏み、創らなければならないのです。 

お題目や祈りだけで済むなら良いですがね～～・・・ 

 

しかし、私も歳です・・・ 

祈ります。 

政府には以下のことを約束してもらうため、憲法に明示してもらいましょう・・・ 

 

日本が未来永劫幸せな暮らしができますように! 

日本には、大震災が来ないように! 

北朝鮮や中国、ロシアが日本の暮らしを妨げないように! 

日本は、犯罪がないから警察がいりません。 

日本は火事が無いから、消防はいりません。 



日本に居る限り、明日の不安はありせん。日本は「安全・安心の国なのです」 

目指すは平和、地上の楽園・・・・・・ 

 

さて・・・ 

我が町にも自民党員は居ます。 

が、憲法改正に関心を示すどころか、 

拒否反応である。それも単に周りの空気に沿うだけ。 

何よりも政党政治の「せ」の欠片もないのだ。 

 

本来、議員団が中心になって「政策勉強会」などを行い、 

その後、英気を養う交流会で花を咲かせるとか、 

何か考えても良さそうなものだがね～ 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190726-00066110-gendaibiz-pol 
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