
サンチャゴ日本人学校

2019年(令和年元年5月吉日) 

サンチャゴ日本人学校ＰＴＡ

スクールバス委員会編集             

スクールバスを利用される皆さんへ

 このスクールバスは、サンチャゴ日本人学校の児童・生徒であれば、どなたでもご利

用いただくことができます。 

 ただし、安全で円滑な運営を確保する観点から、対象範囲を限定して運行されてい

ます。具体的な範囲は、学校の先生、バス委員等にご確認ください。また、本手引きに

も、運行区域を示した市内地図を記載してあります。 

 転入学に伴う新規利用申請の場合は、申請書を学校で受け付けたあと、バス委員

会で内容確認と利用条件（利用開始日、乗車系統、時間等）を決定したのち、保護者

の方にご連絡します。利用途中の条件変更（住所変更等）についても、これに準じて取

り扱われます。 

 それでは、本手引きを十分活用いただき、子供たちが安全に登下校できるよう、皆さ

まのご協力をお願いいたします。 
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１．スクールバス運営の基本事項 

サンチャゴ日本人学校のスクールバスは、日本文化教育財団およびサンチャゴ日本人学校の協力のも

とに、スクールバスを利用する児童・生徒の保護者から選出されたスクールバス委員によって運営されて

います。委員長は、ＰＴＡ会長が兼任しています。 

スクールバスを利用する児童・生徒の保護者は、スクールバスの運営が安全かつ円滑に行われるよう

協力する責任、自らがスクールバスの運営に参加する義務、およびより適切な運営を図るための改善を

要望する権利を有しています。 

２．スクールバス利用の条件 

２－１．スクールバスを利用できる人 

サンチャゴ日本人学校の児童・生徒であり、所要経費を負担し、かつ利用申請がスクールバス委員会で

了承されれば、どなたでも利用することができます。ただし、スクールバスの運行範囲は限定されています。 

２－２．スクールバスの運行範囲 

スクールバスの運行範囲は以下の道路が境界となります。次頁の地図を参照してください（学校にもわ

かりやすい地図を備えてあります）。利用申請は区域内に居住していることが前提となります。区域外に

居住する方でも利用申請はできますが、ご希望に添えない場合があることをご承知おきください。ご不明

の点は、バス委員までお問い合わせください。 

２－３．スクールバスの運行内容 

１) 東側 Las Lavandulas - Camino del Algarrobo - Vital Apoquindo

２) 南側 Av. Cristóbal Colón - Av. Tobalaba - Av. Pocuro

３) 西側 Av. Los Leones - Av. Vitacura - Av. Nueva Costanera

４) 北側 Av. Monsenor Escriva de Balaguer-Av.Carolina Ravat-Rayén-Av.Luis Pasteur

-Av. Santa Maria

  バス委員会では、スクールバスの具体的な運行内容（系統、運転手名、利用家族名、到着予定時刻、

登下校の区分）を明記した運行表（以下、オラリオと呼びます）を、学校を通じて各ご家庭に配付していま

す。転出入や住所変更等にともなう変更があった場合は、速やかに新しいオラリオを作成して配付します。

日常の運行は全てオラリオが基本となりますので、十分内容をご確認の上、間違いや疑問点がありまし
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たら、各系統のバス委員までお知らせください。 

  なお、学校が計画する特別日課適用時は、予め下校時刻のみをお知らせします。到着時刻は各家庭で

逆算のうえ出迎えをお願いします。 
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サンチャゴ日本人学校スクールバス運行区域参考図 
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３．スクールバス利用料金 

３－１．利用者の負担額 

スクールバスの運営経費は独立採算制となっており、利用者から徴収するバス料金は、各年度当初に、

バス業者との契約に基づき決定されます。２０１９年度のバス料金は、利用者（生徒・児童）１人あたり月

額１４２，５００ペソです。ただし、同一年度内であっても、利用者数の増減に伴う大幅な運行内容等の変

更が生じた場合は、やむを得ずバス料金が変更されることがあります。 

  なお、この金額は、夏休み等の長期休暇や一時帰国などの休止期間に関係なく、毎月一律徴収されま

す。また、利用を開始した月と、最終的に利用を取り消した月における、利用日数による日割り計算は行

いません。 

３－２．料金の納入方法 

スクールバス料金は、日本人学校授業料とともに、毎月５日までに「日本文化教育財団」（Fundación

Cultural y Educacional Japonesa）あて、銀行振り込みにてお支払いください。数カ月分をまとめて納入する

ことも可能です。詳しくは入学手続き時に、学校または財団事務局より説明があります。 

４．バスの利用開始、変更および中止の申請 

４－１．新規利用の申請 

  新規にスクールバスをご利用になりたい方は、様式－１「新規利用申請書」に必要事項をご記入のうえ、

学校の先生に提出してください。 

  申請いただいた乗下車場所が運行区域内であれば、特別の支障がない限り、スクールバス委員会の了

承をもってバスをご利用になれます。この場合、運行経路（系統）、乗下車時刻および乗下車場所を、利用

開始前日までに保護者にご連絡します。 

４－２．免責確認合意書「CARTA ACUERDO」の提出 

バス会社との運行契約は、PTAの委託により日本文化教育財団が締結しています。万が一、事故等が

発生した際に、業者が掛けている強制保険と財団が掛けている海外学校傷害保険以外の責任は財団と

して負いかねますので、各保険の記載内容に合意の上、スペイン語版である「CARTA ACUERDO｣に署名し、

上記「新規利用申請書」、身分証明書（パスポート或いはカルネ）のコピーとともに学校の先生へ提出して

ください。    ＊提出の際は保護者氏名の記入を必ずご確認願います。 

（添付資料）海外学校傷害保険（登下校時のバス利用における傷害事故を補償）(「海外子女教育振

興財団」のHP（https://www.joes.or.jp/zaigai/hoken/shogai）で確認できます。) 

  免責確認合意書 (CARTA ACUERDOの和訳) 

https://www.joes.or.jp/zaigai/hoken/shogai
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４－３．利用内容変更の申請 

  一時帰国等により、一時的にバスの利用を休止する場合、あるいは、転居により乗下車場所が変わる

場合は、様式－２「利用変更申請書」を学校の先生に提出してください。スクールバス委員会で内容を確

認した上で、その結果をご連絡します。 

  なお、バス運行表の変更・調整に時間を要することがあるため、転居先・日程等が決まりましたら、でき

るだけ速やかにご連絡をお願いします。 

４－４．利用取り消しの申請 

  帰国や他校への転校に伴い、サンチャゴ日本人学校から転出される場合は、それに伴ってスクールバ

ス利用の取り消しが必要です。様式－３の「利用取消申請書」を学校に提出してください。

４－５．当日限りの下校バス利用内容の変更（カンビオ） 

  ある特定の１日を対象に、例外的に下校バス利用内容を変更する（下校バスを利用しない）場合（以下、

カンビオと呼びます）は、様式－４のカンビオ用紙を学校の先生に提出してください。

カンビオ時の下校手段の確保ならびに児童・生徒の引き取りについては、保護者が全責任を負うことに

なります。カンビオについては次章も参照ください。 

５．カンビオによるバス利用内容の変更および委任状 

  事前に下校バス利用内容の変更が分かっている場合は、カンビオ用紙を学校に提出してください。例え

ば、運動会などの学校行事終了後に親の車で一緒に帰宅する場合、事情により早退する場合などが該当

します。利用者の便宜のためにこうした対応を行っていますが、保護者が自宅で子どもを引き取るのが原則で

あることをご理解ください。 

  なお、保護者が指定する第三者（原則としてＰＴＡ会員）が、学校で子どもを引き取る場合は、カンビオ用

紙とともに、サンチャゴ日本人学校長あての委任状（様式－５）を提出する必要があります。 
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６．突発的なバス利用内容の変更 

  急病などにより、事前の連絡・申請なしに利用内容を変更する場合は、以下の対応をお願いします。 

６－１．登校バス（時間的余裕がある場合） 

  ひとつ手前の乗車順位の方に連絡する時間的余裕がある場合は、次の対応をしてください。 

１) ひとつ手前の乗車順位の保護者に、「今日（または明日）はスクールバスを利用しないので、運転手に

その旨を伝える」よう連絡する。別途、学校にも同様の連絡を行う。

２) 上記連絡を受けた保護者は、見送りに出た際、バスの運転手に「次の子はバスに乗らない」ことを確実

に伝える。（次の伝言例を参照ください。）

３） 各系統の最初（オラリオ先頭）の保護者は学校に連絡する。学校からバス会社を通じて運転手に無線

連絡します。

６－２．登校バス（時間的余裕がない場合） 

  ひとつ手前の乗車順位の方に連絡する時間的余裕がない場合は、乗車場所にて保護者から運転手に

直接バスを利用しない旨を伝え、その後、速やかに学校にも同様の連絡を行ってください。 

６－３．下校バス 

  緊急な事情により、通常の下車場所にて子どもの引き取りができなくなった場合（家に誰も居なくなった

など）には、保護者と学校のバス担当の先生との間で、電話等により直接変更内容の確認と了解が得られ

ていることを条件に、利用内容を変更できることとします。子どもの安全を優先した措置ですのでご理解を

お願いします。 

７．スクールバス運営内容の改善 

スクールバスの運営に関し、その改善のために要望や意見がある場合は、各系統のスクールバス委員

またはＰＴＡ役員までお知らせください。すでに述べたように、サンチャゴ日本人学校のスクールバス委員会

は、子供たちの登下校手段が安全かつスムーズに確保されることを目的として、保護者自身の手によって

Aさんはスクールバスに乗りません。(Aさん：乗車しないと連絡を受けた児童名） 

Hoy
オ イ

 e l
エル

 hijo
イ ホ

(a
ハ
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 toma
ト マ
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ブ ス

.
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運営されている任意団体です。利用される皆さまからのご意見やご要望、情報提供など、運営には保護者

全員の日常的な努力が必要です。どうすれば、より安全で快適なスクールバスの運行ができるか、皆さま

からのご意見をお待ちしています。 

８．スクールバス利用者の注意事項 

  各ご家庭で対応していただく事項は以下のとおりです。ご協力をお願いします。 

８－１．登下校時 

１) オラリオに記載してある到着予定時刻の５分前までに乗下車地点においでください。乗車や出迎えの

遅れは遅延の原因となります。定められた時刻に乗車場所にいらっしゃらない場合は、乗車しないとみ

なして次の地点に出発することがあります。

２) ドアの開閉は保護者が行ってください。運転手には、安全確保のため運転席を離れないよう、バス委

員会から指示してあります。

３） 子供の安全確保のため、原則、保護者による乗車時の見送り・下車時の出迎えをお願いします。

４） バス委員会が責任を持って管理するのは、乗車地点から下車地点までであり、それ以外は全面的に

保護者の責任に属します。乗車前・下車後の子供の安全について、各ご家庭で最大限の配慮をお願

いします。

５） やむを得ない事情で大人の出迎えがない場合は、子供がデパルタメント等の玄関に入るのを確認して

から発車するよう、運転手に指導しています。子供が家に入れない事態が想定される場合には、「６．

突発的なバス利用内容の変更」に沿って、学校への速やかな連絡と対応の確認をお願いします。

６） 万一に備えて、バス委員会ではデパルタメント守衛室の電話番号も把握しています。入学、転居等の

際は、この情報もバス委員会までお知らせください。

７） スクールバスへの保護者の乗車については、2018年から施行されたチリの法律に基づき、スクールバ

スには運転手と申請許可されたアシスタントの大人のみの乗車が認められています。そのため、保護

者の乗車は、いかなる場合においても全て禁止となっております。 

８－２．遅延連絡 

  バス運行時間の管理はバス委員会の責任となっています。委員会では、オラリオを最大限遵守するよう、

バス会社を常に指導しているところですが、交通渋滞等により遅延が生じる場合があります。その際、従来

は学校・保護者間で電話による連絡を実施していましたが、2019年5月よりWhatsAppを利用した連絡に変
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更となりました。これにより遅延情報を即時に学校・保護者間で共有できるようになりました。 

１） WhatsAppについて

WhatsAppはチリで広く普及しているメッセンジャーアプリでスマートフォンから利用できます(日本の

LINEと同様のアプリ)。スクールバスの送迎をする保護者の方のスマートフォンにアプリのインストール

をお願いします。初めてスクールバスを利用される方には、行きのバスのバス委員よりWhatsAppでグ

ループ「スクールバス運行状況」の参加依頼がきます。

２）WhatsAppの利用方法

・WhatsAppではバス系統毎にグループ分けするのではなく、バス利用者全員で一つのグループ「スクー

ルバス運行状況」を作り、児童の送迎をする保護者のアカウントを登録する

（自分のお子さんの乗車以外の遅延連絡が入ることになることもありますがご了承下さい） 

・バスが10分以上遅延した場合は、WhatsAppに投稿し、全員で情報を即時に共有する

(WhatsAppに投稿した場合は学校への電話連絡不要)

・当該グループへの投稿はバス運行状況に関することのみとする。また投稿に対してお礼や既読連絡の

ための返信は不要とする 

    投稿例「●●バス ／登or下校／低or 高学年／●分遅れ／名前」  

（バス運行に関するご意見等については従来通りバス委員に直接ご連絡下さい） 

９．子どもに対する指導 

 学校では子どもたちに対して、日頃から以下のように指導しています。ご家庭でも適宜指導をお願いしま

す。 

１） シートベルトを必ず装着すること。

２） 乗下車時には、他の児童・生徒ならびに運転手さんに元気よく挨拶をすること。

３) 車内では、大声で騒いだり、運転中の座席の移動をしないこと。

４) 下車時は、左右をよく見て、安全を確認してから降りること。あわてて歩道や道路に飛び出さないこと。
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５) 車内では、水筒の飲料を除き飲食しないこと。車内を清潔に保つこと。

１０．緊急時の連絡先 

  緊急時に備えて、連絡先を以下のとおりとしています。 

連 絡 先 電 話 番 号 

救急車(Emergencia) １３１ 

警察（Carabinero） １３３ 

日本大使館領事部 (Cónsul) 

 

２－２２３２－１８０７～１８１１ 

サンチャゴ日本人学校

(Colegio Japonés) 

日本文化教育財団事務局 (Oficina de 

la Fundación Cultural y Educacional japonesa) 

２－２３７３-８８４１ 

２－２３６１-１０７３ 

クリニカ・アレマナ病院

（Clínica Alemana） 

Vitacura ： ２－２２１０－１１１１ 

José Alcalde Délano： ２－２９１０－７０００ 

クリニカ・ラスコンデス病院

（Clínica Las Condes） 
２－２２１０－４０００ 
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１１．緊急時の対応 

  交通事故等の緊急事態（道路事情による遅延・軽度の接触事故を除く）が発生した場合の対応は、以下

のとおりとします。 

１) 運転手もしくはバス班長（各系統ごとに、上級生が指名されています）から日本人学校の先生に、バス

無線で発生場所、状況等の情報を速やかに連絡する。急を要する場合は、あわせて救急車その他の

救急医療の要請を行う。不感地帯で無線が使えぬ場合は各運転手が携行している携帯電話を使用

する。

２) 連絡を受けた学校は、直ちに警察、大使館領事部、関係保護者およびバス委員長に連絡を取るととも

に、現地に急行し詳細な状況を把握する。

３) 以降の対応は、学校、大使館領事部、日本文化教育財団事務局および保護者が緊密に連絡・調整を

取りつつ決定する。

４) 救急医療の依頼先は、原則としてクリニカ・アレマナ病院（住所：Av. Vitacura 5951(Tel: 2-2210-1111)／

Av. José Alcalde Délano(Tel: 2-2910-7000）、クリニカ・ラスコンデス病院（住所：Lo Fontecilla 441

(Tel: 2-2210-4000）とする。 
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固有名詞の為にこのページの内容は削除しています。
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添付資料：申請様式（様式１～５） 
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サンチャゴ日本人学校スクールバス契約書概要

第１条 

日本文化教育財団（財団）は日本語教育協会（学校）の児童と職員の輸送の為にマリアネラ・トレド（業

者）のサービスを後述の条件で契約する。 

第２条 

この契約書の有効期間は2019年4月1日から2020年3月31日迄の１２ヶ月間である。両者は90日前にアナウ

ンスする事でこの契約を解除する事が出来る。

第３条  

第１項 業者は学校の児童・職員を財団が指定する道程通りに輸送出来る車両を用意する義務がある。 

第２項 業者は使用するすべての車両が有効な車検、運行許可証、強制保険を保有するなど車両、安全面

の両面でクリアしている事を言明する。 

第３項 輸送に使用する車両の故障やメンテナンス、修理等で使えない場合は、業者の責任により別の車

両を用意する。それに伴って生じたコストは業者負担とし、財団はその責任から免除される。 

第４条 

財団は業者に輸送される児童1人当たり（往復）で$142,500ペソを毎月25日に支払う。この不履行は業者

に輸送をストップする権利を与える。ガソリン代の大きな変動があった場合は契約期間内でも財団と業

者の間で輸送価格を交渉して変更する事が出来る。 

第５条 

業者は次の義務を負う。 

a) 学校の児童及び職員は全員着席する。

b) 学校が指定する道程に従い、全ての児童において自宅・学校間を往復するものである。

c) 車両は安全面と外観の両面において良好な状態であることが求められる。財団と学校は車両の検査の

実施を自ら行うこと、もしくはバス会社に検査の実施を要求する事が出来る。もし車両に不備が認め

られた場合は、その修理及びその期間中別の車両の手配を要求する事が出来る。

d) 車両が稼動中は学校と連絡が取れるように無線機を用意する必要がある。

e) 輸送時間は適切な時間内に収める。１０分以上の遅れが発生した際には、運転手は無線機で学校にそ
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の旨を連絡する。 

f) 児童の輸送に使用する車両は、公共交通機関としての使用はせず、児童・学校職員・PTA以外の者を輸

送する事を禁止する。

g) 児童輸送サービスを実施する為に法律が要求する許可証と保険証を所持する。

h) 学校行事・校外授業に伴い児童の移動の必要が生じた場合、特別なサービスとして目的施設と学校間

の児童の移送を行う。

i) 運転手は利用者に対し謙虚で誠実である事が求められる。財団はこの条件を満たさない運転手の交代

を要求する権利を持つ。財団は書面でこの旨を業者に連絡し、業者は連絡を受け次第、至急対策を講

じる。

j) 財団のスクールバス委員会が決めた走程・時程を遵守し、学校のスクールバス担当と常に連絡を取り

合う。

k) 業者は善管注意義務を以て運転手を指導する必要がある。又、必要に応じて書面でコメントや備考を

学校に連絡する。

l) 業者は児童の増減に応じて車両を増減させる。

第６条 

財団は、業者がこれらの条件を遵守しない場合、いつでもこの契約を終了する事が可能である。 

第７条 

運転手は学校に関する問題については議論する事を禁止されている。もし議論すべき事象が起きた場合 

は速やかにPTAのスクールバス委員にそれら問題を伝える。 

第８条 

走程は慎重な速度で交通規則を遵守しながら走る。交通違反で生じる罰金や懲罰はすべて業者の責任と 

なる。 

第９条 

走程や時程、その他サービスに関する点は、PTAと学校のスクールバス委員会が担当する。 

第１０条 

業者は、児童が授業の前に学校に到着することを保証する。もし定められた時間に学校に到着する事が不

可能となる問題が発生した場合、業者は別の交通手段を採用し、そのコストを全額負担する。 
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第１１条 

第１項  業者は、予め財団によって認可されたこの輸送サービスにおいて経験があり、そして信頼のお

ける運転手を使用する。また運転手は有効かつ該当車種の運転免許証を所有する必要がある。 

第２項 運転手は,運転に必要な警戒や反射神経に影響を及ぼすようなアルコール飲料、麻薬、薬、食物を

摂取してはいけない。また業者は運転手の適切な職務遂行の為に、休息を取るように指導する。 

第３項 本サービスは、財団による検閲や制御、依存なしに、業者が自身の手段・方法によって独立して

実施 する。 

第４項 この契約のサービスを実施する業者側の使用人は業者に依存しており、財団と業者の使用人の

間には、 従属・依存関係は存在しない。 

第５項 輸送に携る業者の使用人について財団が何らかの理由で問題があると判断した場合、財団は業者

に対 し、その罷免・交替を要求する事が出来る。 

第６項 運転手の社会保証、労働、租税に関する義務はすべて業者の責任である。財団は運転手の社会保

険支 払い明細を業者に見せるように適宜要求する事が出来る。 

第１２条 

バス会社（以下を「甲」という）は次の場合によって起こった訴訟，審理，押収，刑，反則金，制裁，費

用等にあたりましては全責任を負い，全面的に日本文化教育財団（以下「乙」という）及びその職員，理

事，保護者等に免責し，防御し，補償する。乙はそれらにつきましては一切責任を負わない。 

① 甲による交通規則，安全規則，環境規格違反，又甲に適用される法律、規則、 規制に違 反された場

合。

② 甲の作為または不作為により，サンティアゴ日本人学校の生徒，職員等が負傷，疾病，死亡されると

いった場合，或いは乙の物品や資産等が損害，紛失された場合。

③ 甲の運転管理者（それらの親戚と相続人も含む）が乙に対する法的及び民事請求または訴訟された場

合。

第１２条の責務は、補償すべき当事者（審判後の決定が前決定と一致しないことにも関わらず）が請求や

訴訟等からの通知が届けた次第，又はそれらにあたって当事者がお支払いや出費された次第有効になる。 

第１３条 

 この契約は譲渡不可ゆえ業者は書面による財団の許可なしに他の業者を下請けに使ったり、この契約

の権利と義務をどんな形であれ譲る事は出来ない。もし譲渡が発生した場合,業者はその影響で派生し

得る損害を財団に弁償する必要がある。 

第１４条 
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 この契約により発生する国あるいは市町村の税金はすべて業者が負担する。 

第１５条 

 この契約に関連して派生するすべての法的目的の為に両者はサンチャゴ市に住居を設定する。 

第１６条 

この契約は２枚にサインされ、各自が１枚ずつ所有する。 
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CARTA ACUERDO 

Se llegó a un acuerdo con  fecha                            entre los apoderados (el “Apoderado”) del 

Instituto de Enseñanza Japonesa (el “Colegio”) y la Fundación Cultural y Educacional Japonesa (en adelante 

la “Fundación”). 

Entre el Apoderado y la Fundación se confirma y se acuerda que en relación al contrato de transporte (el 

“Contrato”) celebrado con doña Marianela Peredo (la “Transportista”), sólo se han contratado los siguientes 

seguros:  

(1) Seguro Obligatorio, tomado por la “Transportista” estipulado en el artículo ３, parráfo 2 del Contrato.

(2) Seguro de accidente para los colegios en el extranjero, tomado por la “Fundación”.

El Apoderado puede contratar el seguro adicional que estime apropiado, a su propio costo y bajo su 

responsabilidad. Sin embargo, se deja expresa constancia que la responsabilidad de la Fundación se limita, 

exclusivamente, a los seguros contratados en virtud del Contrato de Transporte. 

Por otra parte, se deja expresa constancia de lo siguiente: 

- El “Contrato Transporte” fue firmado por la Fundación a solicitud y por encargo del centro de apoderados del

Colegio .

- Por lo tanto la relación de derechos y obligaciones en el “Contrato Transporte” debería entenderse que se

trata del Apoderado en lugar de la Fundación.

- La Fundación no tendrá responsabilidad respecto del pago de eventuales indemnizaciones que la respectiva

Compañía de Seguros deba pagar al asegurado en caso de siniestros cubiertos por el seguro obligatorio

señalado en el número (1) anterior.

En señal de aceptación, la presente carta es firmada es 2 ejemplares por el representante legal de la Fundación, 

señor Yosuke Murao, y el apoderado señor(a) ___________________.  

___________________________________    ___________________________________ 

Fundación Cultural y Educacional Japonesa 
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免責確認合意書 

サンチャゴ日本人学校にその子弟を通学させる保護者（「保護者」）と日本文化教育財団

（「財団」）との間で、 年  月  日に下記に付き合意した。 

記 

マリアネラ・ペレド（「運送業者」）と結んだ運送契約（「契約」）では以下に記載する保険のみ付保し

ている事を保護者と財団の間で確認、合意する。

（１） 「運送業者」が付保する「契約」の第３条第２項に記載のある強制保険。

（２） 「財団」が付保する海外学校傷害保険。

「保護者」は自分のコストと責任において適当と見做す追加保険を付保する事が出来る。 

他方、下記の事項についても明確にしておく。 

－「契約」は、学校の父兄会の委託、依頼により財団が締結したものである。 

－「契約」上の権利義務当事者は、「財団」ではなく「保護者」とみなす。 

本合意成立の証として、本確認書二通を作成し、財団法定代表者と保護者が署名する。 

日本文化教育財団 保護者氏名 




