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１．はじめに

　太古から現代まで様々な組織が存在し，これら

の組織は組織として対応すべき問題に対して多く

の意思決定をしてきたと考える。この意思決定

に関する書物や研究成果の論文は数多く見られ

る（例えば，水原，1872；長瀬，2001）。これら

の研究成果の書物や論文を全てレビューしてい

ないが，俯瞰するとビジネス書や企業経営に関

するものが多い（例えば，DIAMOND ハーバー

ド・ビジネス・レビュー編集部，2006；サイモン，

1977）。また，著者が外国人でその日本語訳の文

献も目立つ（例えば，ロベルト，2006）。意思決

定を行う組織の一つとして学校があり，学校の意

思決定に関する文献も多く見られる（例えば，荻

阪，2013；野中・菅野，2014）。

　ここで，学校組織の意思決定の論文を俯瞰する

と，学校における意思決定の場面は災害時対応，

法定伝染病（インフルエンザなど）対応，学校経

営，学校評議員の影響，学校組織論など多様な論

考が見られる。ここに，一括りにできない学校の

多様な教育活動が窺える。学校現場は教科教育，

生徒（児童）会活動，学校（学年）行事，部活動

など多様な教育活動を行っている。これらの活動

に応じた組織を学校は編成しており，学校現場で

は一人の教師が複数の組織に所属している。これ

らの組織が同時に稼働しているので，教育活動が

学校現場における組織的意思決定に関わるケースレポート（Ⅲ）

―学校長インタビューからの課題とそれへの提案―

比嘉　俊１・道田　泰司１・玉城　啓２・屋宜　勝３・岩谷　千晴４

Case Report about Organizational Decision Making in School Education

Settings Ⅲ : The Issues Based on Interview of School Principals and

Solution Policies on Them

Takashi HIGA１, Yasushi MICHITA１, Hajime TAMAKI２

 Masaru YAGI３, Chiharu IWAYA４

要　約

　学校は多様な課題に対して意思決定を行っている。意思決定は職員会議，学年会，教科会など多くの場

がある。本稿では，職員会議や企画委員会などの場で，意思決定が上手くいった，または上手くいかなかっ

た状況を学校長へのインタビューを基に事例として紹介する。企画委員会が上手くいっているという事例

もあれば，逆に，企画委員会参加メンバーが偏っているという事例もあった。また，職員の会議参加への

態度も課題としてあがった。事例から，学校での意思決定が上手くいくポイントとして，組織の流れが機

能していることや参加者が会議の意義を理解していることなどがあげられる。ビジネス書や企業経営書は

学校に外側からの視点で書かれているので，固有の文化を持っている学校はこれらの文献から学べるもの

が多々ある。今後，学校長のみでなく，あらゆるポジションの学校職員への調査を実施することにより，

多様な視点からなるよりよい意思決定に迫ることができると考える。
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スムーズに遂行出来ている反面，教師の多忙感も

報告されている（文部科学省，2014）。

　琉球大学大学院教育学研究科専門職学位課程

（以下　教職大学院）の科目「組織的意思決定マ

ネジメント」では，院生などの実体験を事例とし

た学校における意思決定を検討し，その成果を報

告している（比嘉ら，2018；道田ら，2017）。両

報告の事例は，現職大学院生または元中学校教諭

の大学教員が教諭の立場で上手くいかなかったと

判断した場面を事例としていた（比嘉ら，2018；

道田ら，2017）。本稿では教諭ではなく，学校長

が意思決定場面で上手くいかないまたは，上手く

いっていると感じている状況を事例として取りあ

げ，この事例からよりよい意思決定について検討

することを目的とする。

　学校教育法第28条では「校長は，校務を掌り，

所属職員を監督する。」とされており，さらに，

中央教育審議会（2005）は，学校長への権限の拡

大を答申している。自明ではあるが，学校長は教

諭と異なる責任と権限を有しており，教諭とは異

なる立場で組織の意思決定に関わっている。学

校現場には多様な意思決定の場があり，比嘉ら

（2018），道田ら（2017）の報告では校内研４事例，

学年会３事例，中学生の学級会１事例が問題場面

の事例として登場していた。これらの事例の中で

学校長が参加する場面は校内研のみであるが，学

校長は職員会議など意思決定場面への参加は多い

と考えられる。

　文部科学省は2001年に学校教育法施行規則の改

正を行い，同規則第48条で職員会議を「設置者の

定めるところにより，校長の職務の円滑な執行に

資するため，職員会議を置くことができる。」と

職員会議を位置付け，第48条の２では「職員会議

は，校長が主宰する。」としている。この規則か

ら，学校現場の職員会議は学校長の円滑な学校経

営の為にあるように解釈でき，北神（2009）も「職

員会議が校長の補助機関として法制化された」と

述べている。実際に学校現場で，職員会議が補助

機関として位置づいているかという事に関して

は，小林（1999）が自治体の異なる３小学校を調

査した結果，職員会議が補助機関となっている小

学校と最高議決機関として機能している小学校の

両タイプの学校の存在を明らかにしている。この

報告は20年近く前の調査なので，現在は補助機関

となっている学校が多いと推測される。このよう

な職員会議には肯定的な報告と否定的な報告の両

者が見られる。直接職員会議についてではないが，

秋山（2015）は，運営委員会（学校によっては企

画委員会）において職員会議での提案事項を前

もって検討整理することにより，職員会議が円滑

に運営できると肯定的な報告を行っている。鈴木

（2015）も秋山（2015）と同様，運営委員会に対

して肯定的な報告をしている。運営面から捉える

と，審議内容が多い割には審議時間の少ない職員

会議において，運営委員会を通した議題の提案よ

り，職員会議が効率的に行われている現状が理解

できる。他方，教員側からみた職員会議には否定

的な報告もある。名和ら（1982）は，職員会議は

教職員の意見を積極的に反映させる場になってい

ないとし，榊原（2011）は，「意思決定における

教職員の主体性は十分ではない」としている。名

和ら（1982），榊原（2011）から，職員会議では

教職員個々の力が十分に活かせてないように思わ

れる。

　学校長がどのように職員会議を捉えているかに

ついて，比嘉・川上（2019）の報告がある。この

報告では，学校長は企画委員会を大事にし，企画

委員会を通した職員会議の運営を肯定的に捉えて

いる。この報告は秋山（2015），鈴木（2015）と

同様であり，さらに教職員への質問紙調査におい

ても，企画委員会を通した職員会議の運営を教職

員も肯定的に評価している。学校の意思決定では，

職員会議も重要であるが，その前段階で職員会審

議事項が検討される企画委員会も重要な意思決定

の場面であると考える。

　本稿では学校長へインタビューし，学校長が

意思決定場面で上手くいっている，または上手

くいっていないと判断した現状を基に，よりよ

い意思決定方法について検討する。ここでの上手

くいっている場面とは，学校長のイメージに近い

かたちで会議が進行したり，決定内容がある程度

のコンセンサスを得ることが出来ている状況であ

る。逆に，上手くいっていないケースは，一定数

の職員が決定事項を遂行していないことなどを想

定する。
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２．方法

　本稿では，現職教職大学院生が現任校学校長へ

15-30分のインタビューを行った。インタビュー

の時期は2018年12月下旬であった。インタビュー

では，「職員会議で上手くいっていることはある

のか」「職員会議で上手くいっていないことは

あるのか」の質問事項を軸とした半構造化イン

ビューを行った。

　インタビューの記録は，インビュー中やインタ

ビュー後にその内容をメモとしてのこした。イン

タビュー内容を発刊する際に，インタビューの学

校や学校長が特定できないよう，学校名や学校長

名をイニシャルにすること，学校の説明を記載し

ないことをインタビューの条件とした。併せて，

学校や学校長が特定できないように謝辞は割愛す

る。

　本稿での意思決定方法への検討は，教職大学院

生や大学教員の経験則のみで行うのではなく，意

思決定マネジメントについて書かれた文献『決断

の本質』（ロベルト，2006）を援用した。『決断の

本質』（ロベルト，2006）は企業など社会一般の組

織向けの文献で，固有の文化を持っている学校１）

に当てはまらない要素もあると考える。この要素

を補完するために，第二筆者が教職大学院の授業

で提示した「意思決定のツボ」（表１）も検討に

向けて依拠する考えとした。

　　表１　意思決定のツボ

　　　　　（道田教職大学院授業提示，2018）

ツボ⓪： 意思決定において，唯一絶対の正し

い選択肢はない。

ツボ①： 不要な議論が長引かないためには，議

論の前に，「方針」を明確にしておく。

ツボ②： 大事なのは「ＡかＢ」を決めること

ではなく，「ある選択肢を採ることに

よって生じる問題にどう対処すべき

か」という，一段広い問題を設定し，

解決する。

ツボ③：組織的意思決定が常に必要なわけで

はない。まずはやってみることが良

い場合も多い。共通認識から始める

のではなく，相違から始める。

ツボ④： 議論・主張・黙考する前に行うべきは，

質問（確認・対話）すること。

ツボ⑤： ほとんどの意思決定は51:49と考える。

ツボ⑥： 「どんな問題を解決しようとしている

のか」を明確にする。

ツボ⑦： 意思決定の反省・改善ポイント・改

善案策定は直後に行う。

ツボ⑧： 議論すべきは「方法の是非」ではなく，

「目標達成」である。

３．事例１

　学校長Ａへのインタビュー結果を表２に記す。

表２でのＩはインタビュアーである。

表２　学校長Ａへのインタビュー

Ｉ１： 職員会議ないしは企画運営会議等で困

難な状況になった事例について，さら

にその際の対応について教えてくださ

い。

Ａ１： 特に困っていることはない。（しばらく

考えてから）しかし，過去に職員会議

で蒸し返されたことがあった。企画運

営会議に出ていない人なので注意した。

Ａ２： そもそも，職員会議は意思決定機関で

はない。意思決定は企画運営会議で

行っている。職員会議は，共通確認す

る場として認識している。企画運営会

議では意見が出ないということはあま

り考えられない。最終的には私が決定

する。

Ｉ２： 会議の意思決定において，留意してい

ることや課題に感じていることを教え

てください。

Ａ３： 本校においては，企画運営会議など組

織の流れが機能している。今年になっ

てから職員会議が一度も長引いたこと

がないことが自慢である。

Ａ４： 分かっているとは思うが，そのために

事前の調整が，とても大事である。資

料は前もって配る。読まない人が悪い。

意見は前もって話し合う。
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Ａ５： 根回しが大事で，お互いのコミュニケー

ションを大事にする。根回し・ホウレン

ソウについては，教頭の役割である。

Ａ６： 前提として，法令があり，子どものため，

というのがある。これを根拠として話

し合いを進め，判断する。年度初めで，

学校経営案を職員に告知することがと

ても大事である。私は，これを徹底した。

Ａ７： 校長が，意思決定で迷っていたら，学

校は崩壊する。常にどっしりと落ち着

いて構えていれば大丈夫である。私の

この発言は強調したい。

　⑴　職員会議がスムーズに進行する

　学校長Ａは，職員会議で特に困ったことは

ないとしていた。その中で経験として，企画

運営会議で合意した決定事項を，蒸し返され

たことがあると語っていた（表２，Ａ１）。

この出来事に対し，学校長Ａの対応は「企

画運営会議に出ていない人なので注意した」

であった（表２，Ａ１）。ロベルト（2006：

236-237）は公正な意思決定プロセスを主導

するために必要な作業の一つとして，プロセ

スのロードマップを準備することをあげてい

る。これは，先述した意思決定のツボ①「方

針の明確化」（表１）に当たる。学校長Ａは

学校におけるリーダーとして，年度初めに必

ず職員会議の枠組みや意思決定プロセスの

ロードマップを職員へ周知しており（表２，

Ａ６）， 学校長Ａが討議の蒸し返しを許さな

い姿勢がスムーズな意思決定につながってい

る。また，「職員会議が，今年になってから

一度も長引いたことがないことが自慢であ

る」（表２，Ａ３）という発言から，この学

校では，職員会議提案事項を企画運営委員会

で検討することにより，職員会議がスムーズ

に進行する上手くいっている意思決定のケー

スと捉える。

　⑵　企画運営会議の役割

　「職員会議は意思決定機関ではない。意思

決定は企画運営会議で行っている。職員会議

は，共通確認する場として認識している。」（表

２，Ａ２）というコメントから，学校長Ａは

企画運営会議を学校の意思決定の場として認

識しており，この認識は学校教育法施行規則

に沿っている。また，「法令」と「子どもの

ため」という前提を重視した自分の立場を明

確にしていた（表２，Ａ６）。本事例の学校

は職員会議に参加する職員数が100名超の大

規模な学校である。その中で，企画運営会議

への参加メンバーは20名程度となり，職員会

議参加者数に比べるとかなり少ない。職員会

議で職員から多様な意見が出ると，職員会議

時間内に会議が終えられないことが想像でき

る。そこで企画運営会議を上手く運用するこ

とで，職員会議を時間内に終了させることが

できている，意思決定が上手くいった事例で

ある。

　企画運営会議はロベルト（2006：81-82）

の述べるコンセンサス手法にあたり，コンセ

ンサス手法とは意思決定に重要なコミュニ

ケーションを成立させる手法の一つである。

学校長Ａはインタビューの中でも，「根回し

が大事で，お互いのコミュニケーションを大

事にする。」と述べており（表２，Ａ３），職

員間のコミュニケーションに重みを置いてい

ると伺える。また，コンセンサス手法のメ

リットの一つとして，時間や参加者の機会費

用の軽減をロベルトはあげている（ロベルト，

2006：81-82）。その結果，職員会議の時間短

縮が効果として表われている。先述下が，秋

山（2015），比嘉・川上（2019），鈴木（2015）

も職員会議における企画委員会の有効性を述

べている。適切な企画委員会（事例校では企

画運営会議）の運用は，学校の意思決定に係

る職員間のコミュニケーションと時間効率の

向上の一助になると考える。

　

４．事例２

　次に，学校長Ｂへのインタビュー結果を表３に

記す。ここでも，Ｉはインタビュアーとする。た

だし，このインタビュアーは事例１（表２）とは

別のインタビュアーとなる。
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表３　学校長Ｂへのインタビュー

Ｂ１： 職員会議の「会議前」「会議中」「会議後」

の中では，「会議前」の企画委員会での

場などではほとんど問題はない。課題

として感じているのは，「会議中」と「会

議後」に多くあると思う。

Ｂ２： 「会議中」での課題はまず「提案に対し

ての反対意見を言わない」ということ

かな。意見を言いたいような表情をし

ているけれども，言わない職員がいる。

意見を言って，内容が変わってしまっ

たら，責任を感じるということもある

かもしれない。

Ｉ１： 会議で職員が何も異論が出ずに進んでい

くことが良くないということですか。

Ｂ３： 司会が「これで良いですか」と投げか

けたとき，反応はしているが「はい」

なのか「いいえ」なのかどちらとも取

れないような反応で，心から納得して

いるかが疑問だ。そして，司会から「い

いですね」で進んでいく。

Ｂ４： 会議に参加する事の意義を考えていな

い職員もいる。「内容をメモしない」「別

業務をしている」「終わる時間を気にし

て議論をしようとしない」など，職員

会議のあり方を，校長の権限も含めて

理解して行動していない。

・・・中略・・・

Ｂ５： 「会議後」の課題はまず，会議で決まっ

たことを忘れていたり，理解していな

かったり，協力的でないことが問題だ

な。これは，さっき言った会議に対す

る意識が低いことにも原因がある。

Ｂ６： また，決定した後うまくいかないこと

があると，「だから私は反対だったんだ」

などをいう職員がいる。「だったら，会

議中に発言しろ」と言いたい。

Ｉ２： 会議中での決定事項を軽視していると

いうことですか。

Ｂ７：校長の経営計画や職員会議の決定事項

に沿って，学校教育を行っていくこと

が必要だと理解していない。「やるべき

　　　事」と「やらなければいけない事」の

区別ができていない。職員会議での決

定事項は「やらなけれればいけない事」

なのに，「やるべき事，自分が良いと思っ

ている実践」を優先して，決まったこ

とができていない。

　⑴　会議に参加する意識の低い職員集団

　学校長Ｂは，職員会議中の職員の態度から，

職員会議に対する意識の低さや職員会議の意

義理解の欠如が，職員会議で決定した後の実

践がなされていない状態にもつながっている

と述べていた（表３，Ｂ４・Ｂ５）。

　職員会議に対する意識の低さや意義理解の

欠如は，職員会議中に別業務行う事や内容を

メモしない事，時間を気にして議論に参加し

ない事（表３，Ｂ４）などから顕著であり，

職員会議のあり方が問われる重大な問題であ

る。また，会議中において意見を言わないこ

とや，司会が職員へ同意を呼びかけるが，反

応がないまま会議が進んでいく（表３，Ｂ

２・Ｂ３）ことより，会議がうわべだけのコ

ンセンサスに陥っており，それが学校文化と

して根づいているようだ。その結果，職員会

議の決定事項に沿って学校教育を行っていく

ことの重要性が理解されない（表３，Ｂ７）

ことから生じ，コミットメントを実践出来

ない。この文化の中では，ロベルト（2006：

234）が述べている「見せかけの相談」とし

て職員が職員会議を捉えてしまっていると考

える。「見せかけの相談」とは，「リーダーが

事前に決めた結果に誘導するプロセスを主導

している相談」であり，そのような捉えで職

員が職員会議に参加していると考える。ここ

では，意思決定のツボ⑤「問題の明確化」（表

１）が職員間に共有されておらず，職員会議

での提案に対して疑問や異議があっても会議

では沈黙するという，「プロセスに対して影

響を与える機会を逸する」という公正なプロ

セスが欠如し，会議後に不平不満を述べるな

どの会議決定後のコンセンサスを覆す発言が

表れる。

　本事例の会議中及び会議後の様子から，職
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員会議の課題は，学校文化における職員会議

の意義理解や公正なプロセスの欠如だと考え

られる。

　⑵　会議に参加する意識を高めるための解決案

　前述した通り，事例２から職員会議におけ

る職員集団の課題は，「職員会議の意義理解

の欠如」だと考える。この課題の解決ために

は，職員会議へ参加する意識を高めるための

方略を検討する必要がある。その方策を『決

断の本質』（ロベルト，2006）が述べている

意思決定プロセスを形成するための四つの戦

略（コンポジション・コンテキスト・コミュ

ニケーション・コントロール）を基に考えて

みる。ロベルト（2006：68）が提示している

四つの戦略とは，第一に「コンポジション

（メンバー構成：誰にプロセスに参加する機

会を与えるか）」，第二に「コンテキスト（背

景：討論の場での規則やルール）」，第三に「コ

ミュニケーション（参加者間の対話の手段は

何か）」，第四に「コントロール（プロセスと

内容をどのように管理するか）」である。

　事例の職員会議において，意思決定の場で

あるという意識が職員には希薄であると学校

長Ｂは述べていた（表３，Ｂ５）。そもそも

職員会議方針の共通理解が職員間になされて

いない。解決策として，職員会議における禁

止事項を設けるなどのルールづくりが有効で

あり，これにより学校文化を変えること目指

す。職員会議での意思決定プロセスに関する

方針（環境・心構え・意思表示の方法など）

をルールとして年度の始めに共通確認するは

もちろんのこと，会議資料に共通確認として

記載するなどの工夫により改善されると考え

る。このことは，ロベルト（2006：77）によ

るコンテキストの二つのタイプの内の一つで

ある「構造的背景の再構築」に通じる。ここ

でも，意思決定のツボ①「方針の明確化」（表

１）が有効となってくる。

　また上記のルール作りと同時に，ロベル

ト（2006：258-259）が述べている「優れた

プロセスを浸透させる」ことも重要である。

リーダーである学校長は，会議における禁止

事項などだけでなく，全ての職員に対して積

極的に意見を聞くという，他人の意見を尊重

する姿勢を示すことが，会議における様々な

問題解決への意思決定を改善させ，職員全体

のコンセンサスを高めるという利益に繋がる

ということを職員に理解させる必要がある。

このことは，新たな学校文化の創造につなが

る。職員集団が安心して主体的に職員会議に

参加する土壌づくりを行わないと，「見せか

けの相談」に陥る可能性が高い。そこで，学

校長だけでなく職員集団にも職員会議におけ

る「公正なプロセス」の理解が必要である。 

他者の意見を尊重する会議プロセスの浸透を

徹底することにより，決定後のコンセンサス

を覆す発言（表３，Ｂ６）も少なくなると考

える。

　また，「提案に対しての反対意見を言わな

い」（表３，Ｂ２）という学校長Ｂのコメン

トから，学校長Ｂは職員の多様な意見を出さ

せようという意識が感じられる。学校長自ら

「生徒の成長を考えた上での発言なら，どの

ような意見であっても出してほしい。それを

頭から否定することはないので安心してほし

い。」という明確なメッセージを職員へ送り，

職員会議での職員間の意見を尊重する土壌作

りを学校長が率先して行う必要があるだろ

う。また，意思決定のツボ④「質問をする」

もよい手立てとなるであろう。このことはロ

ベルト（2006：234）が述べている「人は公

正なプロセスとして，話を他人に聞いてもら

うことやリーダーの意思決定に実際に影響を

与える機会を欲している。」という条件を満

たすものと考える。

　このことは，ロベルト（2006：77）が述べ

ているコンテキストの「リーダーが心理的に

安全を感じさせる雰囲気を作り出せば，組織

内の全員が協力して問題解決にあたり，また

学習する意欲を起こすことになる。」という

ことに当てはまり，さらに，コンテキストの

「構造的背景の再構築」のアプローチも可能

となる。

５．事例３

　学校長Ｃへのインタビュー結果を表４に記す。
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ここのインタビュアーＩは表２・３のインタビュ

アーとは異なる人物である。

表４　学校長Ｃへのインタビュー

Ｃ１： うちは人数も少ないし，そんなに会議

で意見は出ないね。

Ｉ１： 企画委員会で提案内容がしっかり練ら

れて下ろされているからなんでしょう

か。

Ｃ２： うん，それもあるかもね。一つの議題

に企画委員会で時間かけて話し合いを

してるから。でも本当はいろんな先生

からの意見があったほうが健全だと思

うんだけどね。

Ｉ２： 職員会議は静かですが，企画委員会で

はたくさんの意見が出ますか。

Ｃ３： うん，出るよ。それぞれの立場の先生

がいろいろ意見を言っている。だけど

ね，企画に出るメンバーは副担任が多

いでしょ。だから，つい学級担任の目

線を忘れちゃうんだよね。

Ｉ３： 例えばどんな時にそのように思います

か。

Ｃ４： そうだね，例えば卒業式前の会場準備

とか。リハーサル前日に椅子は体育館

に運んで会場を作っておこうと企画で

は話をして，職員会議にかけるけど，

いざリハーサル当日の朝になって職員

で動きを確認したときに，学級担任か

ら「給食の時はどうするんですか。椅

子は教室に持ち上げてまた下すんです

か。それとも地べたに座って食べるん

ですか。」なんて意見が出て，ある職員

は「地べたで食べさせるなんて衛生上

よくない」，またある職員は，「一日く

らい，別にいいんじゃない。いい思い

出になる」とか，ちょっと揉めたりし

てね。

Ｉ４： 確かにそういう事ありますね。どうす

ればいいんでしょう。

Ｃ５： 企画委員のメンバーに学級担任を配置

したいけど，うちの状況からは難しい。

Ｉ５： そうなるとやはり学年主任の役割は大

きいですか。

Ｃ６： そうだよ，主任には「あなたたちは学

級担任の先生の意見を常日頃からよく

聞くことが勤めだよ」と言っている。

企画委員会のメンバーが学級担任の目

線を忘れてしまいがちなことと，会議

の時に椅子の事についてだれも気付か

ないのか，言わないのか，そんなこと

が課題かな。

　⑴　偏りのある企画委員会メンバー

　学校長Ｃは，職員会議で職員の意見が出な

いことを述べていた（表４，Ｃ１・Ｃ６）。

さらに職員会議前に行われる企画委員会で

は，各主任が生徒に一番近いところにいる学

級担任の目線になって考えることができない

と述べていた（表４，Ｃ３・Ｃ６）。ここでは，

企画委員会で学級担任の目線で考えることが

できなかったことについて述べる。

　企画委員会で決定した卒業式前日の椅子の

移動法が，職員会議でも通った。しかしその

日になると，新たな課題が発生した事例であ

る。本事例校でも，企画委員会は重要な意思

決定機関と考えられる。事例校では，教職員

の総人数が約50名に対して学級担任が15名と

なっており，この人数バランスでは企画委員

会に参加するメンバー（10名）に学級担任を

入れるのは厳しいと学校長は判断していた

（表４，Ｃ５）。

　ロベルト（2006：68）は，リーダーが最初

に決める必要があるのは，意思決定機関のコ

ンポジション（メンバー構成）であると述べ

ている。さらに，コンポジションには専門知

識を持った人材が求められ，多様なメンバー

の異なった意見交換が問題解決には有利とさ

れている（ロベルト，2006：70-76）。しかし，

事例では企画委員会メンバーには学級担任含

まれず，そこでの決定事項が職員会議でも通

り，椅子移動の課題が発生したのである。課

題解決における校務分掌から視点の多様性が

弱かったのであろう。
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　⑵　コンポジションの弱さを補う

　学級担任が含まれないでは，多様な考えの

対話を促すような仕組みを作る必要がある。

ロベルト（2006：143-146）は，アイデアの

衝突を促す手法の一つにロールプレイをあげ

ている。簡単なロールプレイが，違う角度か

らの視点をもたらし，自分たちの想定に無数

の疑問を投げかけ，新たな戦略を模索させる

と述べている（ロベルト，2006：145）。この

事例では，学級担任が企画委員会に参加でき

ないとしても，企画委員会参加メンバーが

ロールプレイを行うことで違う角度から議題

について検討することができる。メンバーの

一人が「学級担任の立場だったら，どうだろ

う？」とか，「生徒はどのように動くんだ？」

など企画委員会で発言すると，ロールプレイ

が行われる。企画委員会参加メンバーが他者

を意識することにより，コンポジションの偏

りを補うことができるかもしれない。

　コンポジションの弱さを補うのは，実施前

の会議とは限らない。実施後の意思決定の振

り返りも重要である。ツボ⑦では，意思決定

の反省・改善ポイント・改善案策定は直後に

行うとされている。決定事項実施直後にその

振り返りを行い，意思決定方法を検討するこ

とである。この検討は企画委員会のコンポジ

ションを補う方法の一つである。また，学校

長の「学級担任の先生の意見を常日頃からよ

く聞くことが勤めだよ」（表４，Ｃ６）とい

うコメントを実施すれば，企画委員会での多

様な意見が期待できる。

６．結語

　本稿の目的は，学校長が意思決定場面で上手く

いかないまたは，上手くいっていると感じている

状況を事例として取りあげ，この事例からよりよ

い意思決定について検討することであった。まず

は，３つの事例そのものからいえる，よい意思決

定を整理する（よくないものとして語られている

ものは，「よい」方向に反転した）。

Ａ）組織の流れ（企画運営会議→職員会議）が

機能していること

Ｂ）会議の場の定義にそぐわない意見が出るな

どして，会議が長引いたりしないこと

Ｃ）事前の調整（根回し，コミュニケーション）

や準備が行われていること

Ｄ）前提としての法令やこどものためという考

えを根拠に話し合い，判断すること

Ｅ）方針を周知を徹底すること

Ｆ）長が迷わずどっしりと落ち着いて構えること

Ｇ）会議で意見が出て，心から納得して決定す

ること

Ｈ）会議に参加する意義を参加者が考えている

こと

Ｉ）会議のあり方を理解して行動すること

Ｊ）会議で決まったことを理解し，忘れず行動・

協力すること

Ｋ）会議での決定事項を優先順位の上位に置く

こと

Ｌ）いろんな意見が出ること

Ｍ）他者（会議の場にいない人）の目線を忘れ

ないこと

Ｎ）必要な意見は言うこと

　これらの多くは，ロベルト（2006）でも扱われ

ている。そのことからするなら，学校現場の特殊

性はあるものの，あるいは日米の文化の違いはあ

るものの，組織的意思決定において生じうる問題

や解決法には，職種，文化を問わず，共通の部分

が少なくないということである。そのことからす

るなら，学校現場の意思決定の質を高めるために

は，ビジネス書や企業経営に関する文献から学べ

ることは多いといえよう。

　最後に，３つの事例の違いから見えてくること

について考察を行っておく。事例１では会議の場

で意見が出ること（蒸し返されること）を問題視

していた（上記Ｂ）。事例２では，意見が出ない

ことを問題視していた（上記Ｇ）。事例３では，

多様な意見，特に不参加者の目線を意識した意見

が出ることの重要性が語られていた（上記Ｌ，Ｍ，

Ｎ）。これらは，「会議の場で意見が出ること」を

非と捉えるか（事例１）是と捉えるか（事例２・３）

という点で大きく異なる。これは，職員会議をど

のような場として定義するかと違いといえる。事

例１では，小林（1999）のいう「補助機関」，事
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例２と３では，「最高議決機関」と職員会議が捉

えられている。この違いが背後にあるために，「職

員会議で意見を言う」という同様の行為に対する

評価が正反対となっている。

　これらは，職員会議をどう位置づけるかを校長

が定義し，職員に周知されているのであれば，ど

ちらが正しいという問題ではおそらくない。その

観点から職員の行動を評価し，職員会議の成否を

判断することは，理にかなった話である。

　ここでは試みとして，職員会議をどう定義する

かをいったんカッコに括った上で，ロベルト（2006）

の論に則り，「組織としてよりよい意思決定が行

われるためには」という観点で考察を行ってみる。

ロベルトは，「どんな理由にせよ，健全な討論と

反対意見の不在は意思決定の欠陥を招くことが多

い。」（p.48）と述べ，エベレスト登山で死者の出

る遭難があったケースを例に挙げている。アメリ

カにおけるキューバ危機を回避したケネディ大統

領の意思決定を紹介しながら，ケネディが「活発

な討議を妨げる身分の相違や厳格な手続きを認め

なかった」と述べている。また，「心理的に安全

を感じさせるような雰囲気を作り出せば，組織内

の全員が協力して問題解決にあたり，また学習す

る意欲を起こす」（p.79）とも論じている。

　そのような，反対意見が当然のように出される

活発な討議が行われ，組織にとってよりより結果

をもたらすよりよい意思決定が行われるために

は，意思決定プロセスのどこかに，しっかりとコ

ミュニケーションが取られ，しっかりとした意見

が出される場が必要であり（事例１），決定の最

中も決定後も自分の問題として捉えるという意識

が必要であり（事例２），より広い視野からの意

見の必要性をリーダーが常日頃からメンバーに説

くことが必要（事例３）といえるであろう。

　そのような場をどこにつくり，どのようにメン

バーの意識に訴えかけ，リーダーの考えをどのよ

うに浸透させていくのか。今回は事例の内容をロ

ベルト（2006）の観点を中心に考察してきたが，

今後，さらにこのような事例の検討をいくつも行

うことで，あるいは校長以外のさまざまな立場の

人の考え方や感じ方，行動（不行動）の理由など

を知ることで，学校におけるよりよい意思決定に

ついて迫ることが可能になると思われる。
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