
各家庭につき一部配布 
総会当日ご持参ください 

 

日本人学校PTA 
　PTA del Colegio Japonés 

 

令和2年度(2020年度） 

第1回ＰＴＡ総会資料 
TEMARIO 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2020 

 
開催日時：2020年5月9日（土）10:00～11:00 

　開催方法：オンラインミーティング（Zoom） 
9 de mayo del 2020 (sábado) 10:00〜11:00 

Reunión de Zoom 

 

PTA会員　各位 

本資料は、来たる5月9日（土）10時より、オンライン（Zoom）で開催され 
ます第1回PTA定期総会で用います。 

　あらかじめ内容を十分ご理解のうえ、当日の議事に反映頂きたいと思います。 

皆さまのご出席、ならびに活発な討議をお待ち致しております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度（2020年度）PTA会長　高篠佑一 
 

A todos los miembros del PTA del Colegio Japonés   （ PTA= Centro de Apoderados ） 

 

Este folleto es para ser usado en la Primera Asamblea General del PTA el año 2020, la cual                                     

se realizará el día sábado 9 de mayo en reunión de Zoom. Esperamos contar con la                               
participación de todos los padres y apoderados en dicha reunión，así como sus opiniones y                           
sugerencias seran bienvenidas. Rogamos que lean este folleto de antemano para su mejor                         
comprensión y que lo lleven a la Asamblea. 

                                                               　　　Yuichi Takashino　 

                                         Presidente  PTA del  Colegio Japonés  año 2020 

 
* 総会終了後、引き続いて転出入者挨拶を行います。 

Después de la reunión, tendremos Saludos de familias mudandose. 
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令和2年度（2020年度）第1回PTA定期総会   －議事次第－ 
Primera Asamblea General del PTA del Colegio Japonés en 2020　Indice： 

 

議題1.　令和2年度 PTA役員（挨拶）  (P.4)  新役員 
Tema No.1  Saludo de los Miembros Directores del PTA para el año 2020  Los Nuevos miembros 

議題2.　令和元年度 活動報告ならびに会計決算報告 (P.4～6)   
Tema No.2  Informe del resultado de actividades y presupuesto del año 2019   

2-1)活動報告  前副会長代理   　　  藤原　千春 

Informe del  resultado de actividades del año 2019　   Sra. Fujiwara 

2-2)会計決算報告   前会計代理  藤原　千春 

Informe del  balance del año 2019   Sra. Fujiwara 

2-3)会計監査報告   会計監査  有坂　智明 

Informe de la auditoría de la contabilidad del año 2019  Sr. Arisaka 

議題3.　令和2年度 PTA活動方針 (P.7～8)  副会長  河野　博子 

Tema No.3  Concepto de actividades para el año 2020  Sra. Kono 

議題4.　令和2年度 活動計画案 (P.8～9)  書記　  多和田　理恵 

Tema No.4　Plan de actividades para el año 2020　　　　　　　　　　　 　　 Sra. Tawada 

議題5.　令和2年度 予算案 (P.9～10)   会計  奥　郁恵 

Tema No.5  Plan de presupuesto para el año 2020  Sra. Oku 

議題6.　スクールバス委員会報告事項 (P.11～12）   
Tema No.6  Informe del Comité de Bus Escolar 

6-1) 令和2年度 スクールバス委員会委員  バス委員長  高篠　佑一 

Miembros del Comité de Bus Escolar para el año 2020  Sr. Takashino 

6-2) 令和元年度 会計報告  前バス委員長  齋藤　淳 

Informe  balance del año 2019  Sr. Saito 

6-3) 令和2年度 スクールバス契約の概要（5月現在）  バス委員長  高篠　佑一 

Resumen del contrato para el año 2020 (mayo actual)      Sr. Takashino 

議題7.　確認事項 (P.12)  会長  高篠　佑一 

Tema No.7  Temas a confirmar  Sr. Takashino 

議題8.　日本文化教育財団から(P.12)  理事長  宮田　泰裕 

Tema No.8  Por parte del Fundacion Cultural y Educacional Japonesa  Sr.Miyata 

議題9.　学校から(P.12)　　　　　　　　　　　　　　　　　  学校長  大根田  裕一 

Tema No.9  Por parte del colegio 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Sr. Oneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

pg. 2 
 



 
添付資料1．令和2年度 PTA会員名簿 （P.13） 

Lista de todos los miembros del PTA del Colegio Japonés 

 

添付資料2．サンチャゴ日本人学校PTA会則（P.14～16） Reglamento del PTA del Colegio Japonés 

 

添付資料3．日本人学校スクールバス委員会規定及び利用留意事項（P.17～19） 

Reglamento del Comité de Bus Escolar y Reglamentos de uso del bus escolar 

 

添付資料4．スクールバス契約書（スペイン語、日本語）（P.20～32） 

Contrato de Transporte Escolar　（Español y Japonés） 

 

添付資料5．スクールバス契約書改定版の件（P.33）Revision de Contrato de Transporte Escolar 

 

添付資料6．藤尾サッカー教室・登山教室のご案内（P.34～35） 

　　　　　　　　　Invitación a Clase de Fútbol y Trekking de Sr. Fujio 

 

添付資料7．海外学校傷害保険について（P.36） Seguro de accidentes escolares en el extranjero 

 

添付資料8．日本文化教育財団（P.37） Fundación Cultural y Educacional Japonesa 

 

添付資料9．本校の教育（P.38） Educación 

 

添付資料10.  サンチャゴ日本人学校児童生徒名簿(P.39)  Lista de estudiantes 

 

添付資料11. 年間総授業時数表(P.40) Horas de enseñanza anuales 

 

添付資料12. 教職員一覧（P.41）Lista de profesores 
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議題1.　令和2年度 PTA役員 
Tema No.1  Saludo de los Miembros Directores del PTA para el año 2020 

役職　cargo  氏名　nombre  電話　telefono  E-Mail 

会　長 

Presidente 

高篠　佑一 

 Sr. Yuichi Takashino  
9-3373-3461  yuuichi_takashino@global.komatsu 

副会長 

Vicepresidenta 

河野　博子 

Sra. Hiroko Kono 
9-3373-2519  kechapiro@gmail.com 

書　記 

Secretaria 

多和田　理恵 

Sra. Rie Tawada 
9-6808-3268  rie1217syd@yahoo.co.jp 

会　計 

Tesorera 

奥　郁恵 

Sra. Ikue Oku 
9-4218-0782  ikue.oku.2019@gmail.com 

会計監査 

Contador 

齋藤　淳 

Sr.Atsushi Saito 
9-8199-1787  asaito@caserones.cl 

 

議題2.　令和元年度 活動報告ならびに会計決算報告 

Tema No.2  Informe del resultado de actividades y presupuesto del año 2019 

 

1）活動報告 Informe del resultado de actividades 

月日　Fecha  活動内容　Actividad 

2019年4月27日（土） 

Sábado, 27 de Abril de 2019 

第1回定期総会・歓迎会 

Primera Asamblea ,Fiesta de Bienvenida 

6月29日(土) 

Sábado, 29 de Junio 

エンジョイスノー 

Clase de Esquí 

7月5日（金） 

Vierunes, 5 de Julio 

もちつき集会 

Fiesta de MOCHI-TSUKI 

9月28日(土) 

Sábado,　28 de Septiembre 

PTA奉仕作業 

Día del Trabajo de los Padres y Niños 

11月13日（水） 

Miercoles, 13 de Noviembre 

運動会 協力 

Colaboración en Día de los Deportes 

2020年2月1日（土） 

 Sábado, 1 de Febrero de 2020 

夏祭り 

Fiesta de Verano 

    2月 29日(土) 

Sábado, 29 de Febrero 

第2回定期総会・親睦会 

Segunda Asamblea ,Fiesta de la amistad 

随時 

Cualquier Fecha 

ボランティア （小銭募金、衣料・日用品・雑貨の提供など） 

Actividades Voluntarias 

通年 : 基本的に隔週火曜（8:25～8:40） 

Todo el año : Básicamente cada dos 
martes entre 8:25～8:40 

読み聞かせボランティア（アンデス隊）　対象：小学部 

Voluntarios para narración para alumnos de 1º a 6º básicos 

通年 : 学校行事開催による 

Todo el año : Depende de los eventos 

 del colegio 

写真撮影ボランティア（メモリア隊） 

Voluntarios para fotografia actividades 
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２）会計決算報告 Informe del balance del año 2019 
 

1.一般会計  Presupuesto general　　　　　　　　　　　　                                      2020年3月31日現在　 

   ①収入の部　 Ingreso                                                             　　　　　　　　　　　　　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目 
Item 

予算額 

 Presupuesto 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 
Notas 

前年度繰越金 
Remanente del año anterior 

1,255,720  1,255,720   

会費 
Cuota mensual 

1,080,000  1,215,000   

親睦会会費 
Cuota de la fiesta de la amistad 

120,000  74,000  ２月親睦会　参加費徴収なし 

餅つき集会会費 
Cuota de la Fiesta de Mochi-Tsuki 

75,000  100,000   

雑収入 
Otros 

0  0   

合計 
Total 

2,530,720  2,644,720   

 

②支出の部　Egreso                                                                           　               　　　  （金額単位：Pesos） 

項　　　　目 
Item 

予算額 

Presupuesto 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 
Notas 

事務費 
Gastos de librería 

80,000  57,810  班活動や行事で使用する文房具代 

記念品代 
Celebraciónes y regalos 

330,000  333,410 
転出児童へのPTA記念品、ディエシオチョ・ 

クリスマスギフト　（講師など学校関係者へ） 

行事費 
Gastos de actividades 

1,246,000  835,950 
行事費用、班活動および奉仕作業へ 
の飲み物差入れ 

会議費 
Gastos de reuniones 

50,000  5,250  班活動会合費用 

PTA会費返却 
Devolucion de cuota 

0  18,000  学期途中での転出家庭へ返金（3件） 

その他 
Otros 

824,720  70,560  慶弔関係 

合計 
Total 

2,530,720  1,320,980   

 

③収支の部　Balance                                                                                    （金額単位：Pesos） 

項　　　　目 
Item 

予算額 

Presupuesto 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 
Notas 

収入合計                            　
Ingreso total 

2,530,720  2,644,720   

支出合計 
Egreso total 

2,530,720  1,320,980   

残高(次年度繰越金) 
Saldo 

0  1,323,740   
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2.特別会計  Presupuesto especial (Utilidades deｌ bazar)                     　　　　   2020年3月31日 

①収入の部　 Ingreso                                                             　　　　　　　　　　　　　　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目  
Item 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 
Notas 

前年度繰越金 
Remanente del año anterior 

0   

準備金受け入れ 

Reserva del bazar 
1,100,000  財団より借受 

釣銭準備金 

Cambio del bazar 
900,000  財団より借受 

本年度売上金 

Utilidades del bazar 
2,968,500   

合計 
Total 

4,968,500   

 

②支出の部　Egreso                                                                           　                      　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目 
Item 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 

Notas 

本年度夏祭り経費 

Gastos de bazar 
637,890  模擬店材料費、消耗品代　など 

しそ、ノート売上寄付 

Donacion del bazar 
63,500  消防署へ寄付 

クーラー購入代金   

Precio de compra Aire acondicionado portail 
249,990  収益より購入 

準備金返済 

Devolucion de reserva del bazar 
2,000,000   

在チリ日本文化教育財団へ収益預入 

Deposito de ingresos 
2,017,120   

合計 
 Total 

4,968,500   

 

③収支の部　Balance                                                                                 　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目 

Item 

実績額 

Saldo real 

備　　　　考 
Notas 

収入合計  
Ingreso total 

4,968,500   

支出合計  
Egreso total 

4,968,500   

残高  

Saldo 
0   

 

３）会計監査報告　　Informe de la auditoria de la contabilidad del año 2019 

監査の結果、事実と相違ないことを承認いたします。 

Realizada la inspección,  el resultado del año 2019 ha sido satisfactorio. 

令和2年（2020年）5月9日　　会計監査　　有坂　智明 

9 de Mayo del 2020 Auditor  Sr. Tomoaki  Arisaka 
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議題3.令和2年度PTA活動方針　 
 Tema No.3  Concepto de actividades para el año 2020 

〇会員間の相互理解を図る（広く要望・意見を集める） 

　Tratar el entendimiento mutuo entre los socios ( Reunir  peticiones y opiniones ). 

　　　(1)　会員相互が広く交流できる機会を提供する。 

　　Ofrecer amplias oportunidades de intercambio entre los socios. 

　　　(2)　意見を広く収集し、かつ提供する。 

　　Recolectar y presentar una gran variendad de opiniones. 

　　　(3)　会員間の各種情報共有のため、E-mail、電話などを活用する。 

　　Aprovechar el E-mail y los telefonos  para compartir las diversas informaciones entre los socios. 

　　　(4)　学年委員の意見を取り纏め、適宜報告する。 

　　　　　  Administrar y reportar oportunamente las opiniones de los encargados de curso. 

〇PTA活動内容 

　Contenido de las actividades del  Centro de apoderados. 

(1) イベント　：　下記3班に分かれて活動。（議題4　活動計画案参照） 

Eventos : Actividades　por separado en 3 comites que a continuacion se detallan. 

(Véase Tema No.4 del  programa de actividades .) 

①　スキー教室　Clase de Esquí　 

②　夏祭り　Fiesta de Verano 

③　ホームページ　Homepage   

(2) 学年委員会 （各学年で1名選出） 

Comité de Encargados de Todos los Cursos （Elegir un encargado por cada curso） 

　　　(3)　PTA後援活動 （有志） 

　　　　　　Actividades de Apoyo Centro de Apoderados （Voluntarios）. 

①　藤尾サッカー教室・登山教室　監督兼コーチ　藤尾　明憲さん（添付資料6　P.34参照） 

　　　　　　　　Clases de Fútbol y trekking “Fujio” 　Entrenador Sr. Akinori Fujio. (Ver datos adjuntos P.35) 

②　読み聞かせ（アンデス隊）　　対象：小学部　Narración para alumnos de 1˚ a 6˚ básico. 

③　写真撮影（メモリア隊）　Voluntarios para fotografia actividades.　※役員より廃止を提案（以下参照） 

 

＜メモリア隊廃止の提案＞ 

現在、メモリア隊の活動人数が少なく、また隊員の負担も少なくないことから、今後の存続が危ぶまれます。写真撮影ボラ

ンティアを今後も存続させるべきか、存続させるとしたらどのような形にすれば無理なく活動を続けられるかを関係者で話し

合った結果、次のように提案致します。 

 

【提案】 

・メモリア隊は廃止する。 

・写真撮影のボランティアは、各保護者が自由意思で、できる時に、できる範囲で参加する。　※全く参加しなくとも良い。 

　→広く浅く写真を募集することで、無理のない形で写真撮影ボランティアの存続が可能。 

・先生方に、学校ブログや学年だより用に撮影した写真画像を提供していただく。 

　→写真撮影ボランティアが全てのイベントに駆けつける必要がなくなる。 

　　※学校が保護者の代わりに写真撮影ボランィテアをするということではない。お子さんの写真が必ず欲しい方、質や量 

　　　にこだわる方は、各自で撮影すること。 

・保護者や先生が撮影した写真はGoogleフォト（もしくは類似のサービス）上に集められ、ホームページ班がそれらの写真を 

　イベント毎に整理して会員に公開する。公開された写真は自由にダウンロードできる。 

　→今までメモリア隊が担っていた作業の一部をホームページ班が担当することで、写真撮影ボランティアの負担が減る。 

 

＜餅つき集会中止および今後の行事について＞ 

7/8に予定していた餅つき集会は、関係者で協議の上、中止と決定と致しました。 

理由は以下の通りです。 

pg. 7 
 



・食品を扱い、多くの人が携わるイベントであることから、コロナ感染のリスクをゼロにはできないこと 

・１～２か月前から準備に携わる班員にもコロナ感染のリスクが発生すること（買い出しや試作等での外出） 

・開催の予定で準備を進めた後で、７月も休校するとチリ政府が決定した場合、買い揃えた食材等のロスが発生すること 

児童生徒およびPTA会員の安全を守る為の決定です。ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

また、今後予定している他のイベントや行事につきましても、状況次第で、関係者で協議の上で縮小あるいは中止とする場

合があります。何卒ご承知おき下さい。 

 

議題４.令和2年度活動計画案 
Tema No.4　Plan de actividades para el año 2020 

 

1）主な活動内容　Actividades 

月日　Fecha  活動内容　Actividad 
班員数（リーダー除く） 

Numero de Encargados 

5月9日（土） 

Sábado, 9 de Mayo 

第1回定期総会 

Primera Asamblea 
　― 

6月27日(土) 

Sábado, 27 de Junio 

スキー教室 

Clase de Esquí 

5～6名（男女問わず） 

5-6:Hombres y Mujeres 

9月26日(土) 

Sábado, 26 de Septiembre 

PTA奉仕作業 

Día del Trabajo de los Padres y Niños 

可能な方全員 

Todos los que pueden 

participar 

2021年2月6日（土） 

 Sábado, 6 de Febrero de 2021 

夏祭り（PTA 主催） 

Fiesta de Verano 

25名～（男女問わず） 

25-:Hombres y Mujeres 

    2月 29日(土) 

Sábado, 29 de Febrero 

第2回定期総会 

Segunda Asamblea 
― 

随時 

Cualquier Fecha 

ホームページ 

Homepage 

1名（男女問わず） 

1:Hombres y Mujeres 

随時 

Cualquier Fecha 

ボランティア  

（小銭募金、衣料・日用品・雑貨の提供など）

Actividades Voluntarias 

PTA役員 

los Miembros Directores 

del PTA 

未定 

読み聞かせボランティア（アンデス隊）　 

対象：小学部 

Voluntarios para narración para alumnos de 1º 

a 6º básicos 

有志による 

Por voluntarios 

通年 : 学校行事開催による 

Todo el año :  

Depende de los eventos del colegio 

写真撮影ボランティア（メモリア隊） 

※役員より廃止を提案 

Voluntarios para fotografia actividades 

有志による 

Por voluntarios 

　＊担当者に企画から運営までお任せいたします。 
　　　Los encargados son responsables desde la planificación hasta la realización del evento. 
　＊各行事を安全かつ円滑に実施し、皆が楽しめるよう、PTA会員全員の協力と盛り上げが不可欠です。よろしくお願い 
　　 致します。　 
　　Es imprescindible la cooperación y el respaldo del todos los apoderados de PTA para que todas estas actividades 
　  se realicen en forma segura y sin novedades y que puedan disfrutar lo máximo de ellas todos los participantes. 
 
＜イベント班の紹介＞ 

【スキー教室（旧エンジョイスノー）】 

旧エンジョイスノーは今年から学校行事のスキー教室と合同で行うことになりました。 

今後、詳しい活動内容は学校側と決めていく必要がありますが、PTAの活動は先生方を補助していくことが主となります。

具体的には、PTA参加者の取り纏め、当日の本部管理（荷物番、具合の悪い子の介護）、レンタルの手伝い、当日用の水、

お菓子の買い出しなどです。 

また、例年、レンタル用品に貼り付ける名札作りのため、事前に一日だけ集まっています。募集人員は6名程度です。ス

キーが滑れなくても問題ありませんので、気軽に応募ください。 
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【夏祭り】 

PTA主催の夏祭りの、企画から運営準備を担当します。必須のスキルは特にありません。 

活動は1学期に大まかな夏祭りの規模を決定し、2学期末頃より具体的な話し合い、準備を始めていきます。話し合いは平

日昼間が主ですが、お仕事のある方は議事録をお渡ししますので、参加可能な時間での活動をお願いする予定です。担当

ブース毎に企画を進めていき、全体の打ち合わせは前日準備を除き、計４回実施予定です。班の人数で実施可能な規模

の夏祭り運営を目指しますので、少しでも興味のある方はぜひご参加ください。 

 
【ホームページ】 

HP班は昨年度リニューアルされた学校HPの更新・維持・管理を通して、学校と生徒父兄との情報共有、そしてサンチャゴ日

本人学校の魅力を広くアピールする仕事です。主な作業は年に一度か二度のデザインなどの見直しと、週に一度ほどの更

新作業です。特に専門的な知識は不要で、ブログを書く程度のスキルで大丈夫です。 基本的にすべての作業は自宅のパ

ソコンがあればいつでも可能です 。HP班とは別に、学校側の担当の先生と共同で作業を行い、必要に応じてデザイン会社

に専門的な作業をお願いすることになります。 

 

2)その他、会議等　Otras Reunión 

月日　Fecha  活動内容　Actividad 

年間６回　6 Veces al año 
ＰＴＡ役員会 

Reunión del Directiva del PTA  　 

原則月1回　Una Vez al Mes 
   （電子メールによる意見聴取を定例委員会に代えることも可）　 

スクールバス委員会 
Reunión del Comité de Bus Escolar　 

年間1回　1 Veces al año 
学年委員会 

Reunión de Encargados de Curso　 

 

＜PTA役員会の構成員の変更の提案＞ 

PTA役員会の構成員の内財団の担当者を、財団事務局長に限定することなく、財団事務局長もしくはその代理の者と致し

たい為、以下のように提案致します。 

 

【提案】 

PTA会則第９条（役員会）２．役員会は、会長・副会長・書記・会計と、校長・教務・財団事務局長で構成される。 

→「財団事務局長」を「財団関係者」に変更。 

 

議題5.   令和2年度予算案 
Tema No. 5 Plan de presupuesto para el año 2020 

 

一般会計  Presupuesto general 

①収入の部　Ingreso                                                             　　　　　　　　　　　　　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目 

Item 

2019年度実績 

Actual 2019 

2020年度予算 

Presupuesto 2020 

備　　　　考 

Notas 

前年度繰越金 

Remanente del año anterior 
1,255,720  1,323,740   

会費 

Cuota mensual 
1,215,000  792,000 

3,000ペソ×22家庭（実家庭数28の 

約8割)×12ヵ月 

親睦会会費 

Cuota de la fiesta de la amistad 
74,000  0  2020年度より親睦会班廃止 

餅つき集会会費 

Cuota de la Fiesta de Mochi-Tsuki 
100,000  0  餅つき集会中止のため 

雑収入 

Otros 
0  0   

合計 

Total 
2,644,720  2,115,740   
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②支出の部　Egreso                                                                           　               （金額単位：Pesos） 

項　　　　目 

Item 

2019年度実績 

Actual 2019 

2020年度予算 

Presupuesto 2020 

備　　　　考 

Notas 

事務費 

Gastos de librería 
57,810  70,000  班活動や行事で使用する文房具代 

記念品代 

Celebraciónes y regalos 
333,410  412,000  転出児童等へのギフト代 

行事費 

Gastos de actividades 
835,950  430,000 

各行事費用、班活動費、 奉仕作業等 

の飲み物代 

会議費 

Gastos de reuniones 
5,250  10,000  役員会飲み物代 

PTA会費返却 

Devolucion de cuota 
18,000  0   

その他 

Otors 
70,560  1,193,740 

慶弔関係費、雑費等、次年度繰越 

見込み含む 

合計 

Total 
1,320,980  2,115,740   

 

③収支の部　Balance                                                                                     　（金額単位：Pesos） 

項　　　　目 

Item 

2019年度実績 

Actual 2019 

2020年度予算 

Presupuesto 2020 

備　　　　考 

Notas 

収入合計 

Ingreso total 
2,644,720  2,115,740   

支出合計 

Egreso total 
1,320,980  2,115,740   

残高(次年度繰越金)  

Saldo 
1,323,740  0   

 

・サンチャゴ日本人学校夏祭り（2020年2月1日開催）の収益金2,017,120ペソは、在チリ日本文化教育財団の銀行口座に預

かり金として保管していただいている。使途については、2020年6月末を目途にPTAにて決定し報告する予定である。 

 

・年々PTA会員数の減少により会費収入が減少しているため、中長期的にはPTA会費値上げの検討も必要となる可　能性

がある。 
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議題６．スクールバス委員会報告事項 
Tema No.6  Informe del Comité de Bus Escolar 

 

1) 令和２年度 スクールバス委員会委員　 Miembros del Comité de Bus Escolar para el año 2020 

役職　cargo  氏名 nombre  連絡先　 tel, e-mail 

委員長 

Jefe de la comisión del Comité 

高篠　佑一 

Sr. Yuichi Takashino 

携帯：9-3373-3461 

yuuichi_takashino@global.komatsu 

副委員長 

Jefe asistente de la comisión del Comité 

藤原　崇行 

Sr.Takayuki Fujiwara 

携帯：9-4021-3976 

tfujiwara@caserones.cl 

委員（バス１） 

Miembro de la comisión del Comité： 

Cargo de Bus 1 “Pedro” 

山田　夏貴 

Sra.Natsuki Yamada 

携帯：9-5858-4664 

xiagui0717@yahoo.co.jp 

 

委員（バス２） 

Miembro de la comisión del Comité： 

Cargo de Bus 2 “Patricio” 

後藤　江美 

Sra.Emi Goto 

携帯：9-3243-1320 

riri1103mu@gmail.com 

委員（バス３） 

Miembro de la comisión del Comité： 

Cargo de Bus 3 “Cristina” 

有坂　宏美 

Sra.Hiromi Arisaka 

携帯：9-4477-6822 

aussie.michida@gmail.com 

 

事務局長 

Secretario General del Comité 

小野　耕一 

Sr. Koichi Ono 

事務所：2-2373-8841 

　　　　   2-2361-1073 

携帯： 9-9817-4968 

kono@camarachilejapon.cl 

学校担当 

Encargado del colegio del Comité 

長島　渉 

Sr. Wataru Nagashima 

学校：2-2378-5499 

自宅：4-1325-1727 

w.nagashima@iejapones.cl 

＊到着遅れおよび運行状況の御報告は、WhatsAppのスクールバス運行状況グループまでお願いします。 

＊スクールバスに対する御要望等は、各路線のバス委員に御連絡願います。（学校では対応致しかねます。） 

 

2) 令和元年度 会計報告　Informe balance del año 2019 

(金額単位：チリペソ　unidad：pesos chilenos)　　　　　 

1  収入（バス代徴収分）  66,333,750 
① 

　  Ingreso（Cobro del Transportista escolar）   

2  支出（バス業者への支払）  65,336,250 
② 

　  Egreso（Pago al Transportista escolar）   

3  2019年度収支合計（2019年4月～2020年3月）  997,500 
③＝①−② 

　  Balance final de año 2019 hasta Marzo   

　　　　　収支 997,500ペソ内訳 

　　　　　427,500ペソ(3名分)：2020年4月分バス代を3月中に受領 

　　　　　570,000ペソ(4名分)：2019年度の未乗車月のバス代を受領したため2020年度バス代に充当 
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3) 令和２年度 スクールバス契約の概要（5月現在） Resumen del contrato para el año 2020(mayo actual) 

　　　契約先：ペドロ・ペレド氏 

　　　契約者：日本文化教育財団 

　　　料金：財団は、児童1人当たり（往復）142500ペソを毎月25日に支払う 

　　　契約期間：2020年4月1日から2021年3月31日迄の12ヶ月間 

　　　特別割引: 

　　　・休校措置期間中にバス運行日数が月５日以下であった場合、翌月のバス代を40%割引く（注：自己都合によりバス 

　　　　乗車が月5日以下となった場合は割引対象外） 

　　　・月中に長期休暇が開始/終了される月において休校措置が取られた場合の割引料金についてはその都度バス委員 

　　　　会委員長とバス業者が交渉の上決定する 

　　　・2020年4月のバス運行日数は5日以下であり当該割引は適用される。但し5月分バス代は既に割引前の料金にて 

　　　　保護者に通知済であるため4月分バス代に対する割引は6月分バス代に適用する 

 

議題７．確認事項 
Tema No.7  Temas a confirmar 

 

〇 学校に不審者が侵入するのを防ぐ為、学校に入る際には、警備員に入校証を掲示して頂きます。入校証が無い場合 

　　は、 カルネを提示して頂き、警備員が職員室に連絡をします。その後、来客者名簿に記名、名札を受け取って校内に 

　　入って頂きます。 

　　Al entrar al Colegio, debe mostrar su tarjeta de ingreso. En caso que olvide su tarjeta de ingreso, debe mostrar 

　　su carne de identidad al guardia, inscribir su nombre en la lista de visitas, recibir la credencial y entrar al Colegio. 

 

〇 Avda. La Dehesa側の門は使用しないでください。 

　　No usar la puerta de  Avda. La Dehesa. 

 

〇 スクールバス、先生方、政府関係者各位、緊急時、校外駐車場からの歩行が困難な方（運転者および同乗者含む） 

　　の車両につきましては、校内駐車場の使用を可能とします。しかし、芝生箇所における車両の通行、停車、駐車は 

　　禁止します。 

　　Está autorizado utilizar el estacionamiento dentro del colegio únicamente para los siguientes casos: buses escolares, 

　  los profesores, el personal diplomático, las personas incapaces de caminar desde el estacionamiento de afuera (tanto 

　  los conductores como los acompañantes) y en caso de emergencia.Sin embargo, no se permite transitar, parar ni  

　　estacionar en el área con pasto. 

 

〇 日本人学校校外駐車場は、サンチャゴ日本人学校の管轄外です。ハンドルロック、防犯アラームの装着、車両内に 

　　貴重品を残さない、等の防犯を徹底の上、自己責任において、御利用をお願い申し上げます。当校は、防犯カメラに 

　　より車両の盗難、破損の防止を実施しておりますが、毎年、犯罪事例が報告されておりますので御注意願います。 

　　El estacionamiento que se ubica afuera del recinto del colegio no pertenece al colegio.En caso de utilizarlo, le  

　　solicitamos tomar las medidas de seguridad como el uso del candado y de la alarma, bajo su propia responsabilidad.  

　　Tampoco se debe dejar objetos de valor dentro del vehículo.El colegio procura evitar el robo o el daño de los  

　　vehículos a través del uso de la cámara de seguridad,sin embargo todos los años se reportan casos de delincuencia.  

　　Favor de tomar en cuenta este punto. 

 

議題８．日本文化教育財団から 
Tema No.8  Por parte del Fundacion Cultural y Educacional Japonesa 

 

添付資料P.20～をご参照ください。 

Ver datos adjuntos P.20～. 

 

議題９．学校から 
Tema No.9  Por parte del colegio 

   

添付資料P.36～をご参照ください。 

Ver datos adjuntos P.36～. 
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添付資料1　　　　　　　 

　　　　　　　　　　    令和２年度 ＰＴＡ会員名簿　　　　　2020.5.7現在 

学  年  会  　員 　 名  児　童　名  備　考 

 中３    更谷洋平・知世子  さらたに  中３治紀　中１友紀   

中２ 
有坂智明・宏美  ありさか  中２美春   

西村智・睦子  にしむら  中２真   

中１ 
齋藤淳・ロウェナ  さいとう  中１彩来   

長島渉・彩弥加  ながしま  中１悠人　小３理咲  学校職員 

小６ 

高篠佑一・亜希  たかしの  小６美咲　小３琴美   

三浦和彦・千賀子  みうら  小６明日香　小３雄悟  　 

山田恒一・夏貴  やまだ  小６華凜　小２明凜   

小５ 

後藤正吾・江美　  ごとう  小５壮太朗　小２璃子   

佐藤光司・張小敏  さとう  小５柚希   

中谷大輔・麻衣  なかたに  小５克己　小２優花   

小４ 

河野一起・博子  こうの  小４暁介　小２竣介   

古川和彦・恭子  ふるかわ  小４耕太郎   

小３ 

奥直樹・郁恵  おく  小３直日登   

多和田智・理恵  たわだ  小３孝太   

藤原崇行・千春  ふじわら  小３永茉   

毛利亮太・佳代  もうり  小３恒太  学校職員 

山本剛史・友美子  やまもと  小３康太   

小２  保坂浩二・睦子  ほさか  小２仁太   

小１ 

岡﨑義民・陽子  おかざき  小１彩那   

金井教博・祐子  かない  小１采音  学校職員 

増田尚樹・PAMELA MONJE  ますだ  小１岬   

学校職員 

大根田裕一・美奈子  おおねだ     

佐々木明美  ささき     

松本陽子  まつもと     

勝　千鶴  かつ     

（西田暁弘・美沙）  にしだ    日本待機中 

（門田明浩・ゆう紀）  かどた    日本待機中 
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添付資料２ 
サンチャゴ日本人学校ＰＴＡ会則 

Reglamento del PTA del Colegio Japonés 

 

第１条（名称） 

本会はサンチャゴ日本人学校ＰＴＡと称する。 

 

第２柔（事務局） 

本会の事務局をサンチャゴ日本人学校に置く。 

 

第３条（目的） 

サンチャゴ日本人学校児童・生徒の保護者と教員が協力し、児童生徒の教育向上を目指すことを目的とし、 

学校並びに日本文化教育財団と連携し、教育の充実発展と会員相互の親睦を図る。 

 

第４条（会員） 

サンチャゴ日本人学校児童・生徒の保護者と派遣教員とその配偶者をもって構成する。 

会員は1家族につき１議決権を有する。以下会員とは議決権を有する会員を指すものとする。 

 

第５条（役員） 

本会に次の役員を置く。 

１．会長　　　１名 

２．副会長 　１名 

３．書記　　　１名 

４．会計　  　１名 

 

第６条（役員の任務） 

　　　　　　本会の役員の任務を次のように定める。 

　　　　　　　１．会長は本会を代表し、会務を総括する。またオブザーバーとして日本文化教育財団理事会　　 

　　　に出席する。 

　　　　　　　２．副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。 

　　　　　　　３．書記は本会の書記の任に当たる。 

　　　　　　　４．会計は本会の会計の任に当たる。 

 

第７条（会議） 

本会は次の会議を開催する。 

　　　　　　　１．総会 

　　　　　　　２．役員会 

　　　　　　　３．学年委員会 

 

第８条（総会） 

　　　　　　　１．総会は本会の最高議決機関であり、会員により構成され、毎年年度始め及び年度末に会長が召集する。 

　　　　　　　　　但し、次の場合には臨時に召集しなければならない。 

（１）会員の３分の1以上の請求があった場合 

（２）役員会が必要と認めた場合 

　　　　　　　２．次の事項は総会で決めなければならない。 

（１）会則の制定及び改廃 

（２）役員及び監事の選出 

（３）活動方針 

（４）予算、決算及び会費　 

　　　　　　　３．総会は会員の２分の１以上の出席で成立し、出席会員の２分の１以上の賛成で議決する。　　　 

　　　賛否同数の場合は議長が決定する。 

　　　　　　　　　但し、会則の改廃は出席会員の３分の２以上の賛成をもって議決する。 

　　　　　　　４．総会は本会の会長が議長としてこれを主宰する。 
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Octavo “Asamblea” 

　　　1. Asamblea General del PTA, en adelante  la “Asamblea”, es un órgano de decisión supremo del PTA y  
          se compone por todos los miembros del PTA.  El presidente convoca a la “Asamblea” cada año al  
          comienzo del período escolar y al término del período.  Sin embargo,se podrá y deberá couvocar una  
          asamblea extraordinaria en los siguientes casos. 
　　　　　　(1) En caso de que sea requerido por un tercio(1/3) de los miembros. 
　　　　　　(2) En caso que el directorio del PTA estime conveniente 
       2. Los siguientes puntos deberán  ser decididos por la “Asamblea” ordinaria 
             (1) Legislar y revisar  los reglamentos del PTA del Colegio Japonés 
             (2) Elegir los miembros del directorio y al auditor del PTA  
             (3) Concepto de las actividades del año 
             (4) Plan de presupuesto, informe del balance del año y cuota de socios 
       3. Para poder decidir　la “Asamblea” deberá contar con la asistencia de más de la mitad(1/2) de los  
          miembros y la aprobación de más de la mitad (1/2) de los asistentes. Si hay empate en la votación, el 
          presidente toma la de terminación. Para determinar la revisión de los reglamento del PTA de Colegio  
          Japonés se necesitará la aprobación de más de dos tercios (2/3) de los asistentes 
       4. La “Asamblea”será presidida por el presidente. 
 

第９条（役員会） 

　１．役員会は定例会議を開催する外、必要に応じ臨時会議を開催する。 

　２．役員会は、会長・副会長・書記・会計と、校長・教務・財団事務局長で構成される。 

　３．役員の任期は１年とし、交代時期を４月とする。 

また、欠員が生じた場合は、役員会の選任により、必要に応じこれを補充する。 

後任役員の任期は前任者の残任期間とする。 

　４．役員会は会費の徴収の任に当たる。 

 

第１０条（学年委員会） 

　　　　　　　１．　学年委員会は定例会議を開催する外、必要に応じ臨時会議を開催する。 

　　　　　　　２．　学年委員会は学年委員および役員で構成される。 

　　　　　　　３．　学年委員は各学年より１名ずつ選任し、任期は一年とする。　 

 

第１１条（監事） 

本会に監事1名を置き、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第１２条（会費） 

本会の事業活動に充当するため、会員より会費を徴収する。 

会費は１会員あたり月３、０００ペソ（現金）とし、徴収時期は次の通りとする。（◎承認必要事項） 

　　　４月　１２,０００ペソ　（１学期） 

　　　８月　１５,０００ペソ　（２学期） 

　　　１月　　９,０００ペソ　（３学期） 

尚、帰国等により脱会する場合、脱会する月以降についての会費を返却する。 

　　　　　　また、1年未満の在校の場合、原則として月割りでの会費を徴収し、1ヶ月未満の場合は1ヶ月分の会費を 

　　　　　　徴収する。 

 

Décimo Segundo  “Cuota de Socio” 

La cuota de socio será de 3,000pesos (efectivo) por mes por socio. Esta será destinada para los objetivos del PTA,  

y se recaudará en:  

                    Abril  　 12,000pesos (el primer trimestre) 

                    Agosto  15,000pesos (el segundo trimestre) 

                    Enero     9,000pesos (el tercer trimestre)  

 

En caso de retirarse del PTA por regreso al país etc., se reembolsará la cuota de socio desde el mes siguiente de 

su retiro.　Si esta matriculado por menos de 1 año, en principio, se cobrará mensualmente, y si es por  menos de 1  

mes,se cobrará la cantidad de un mes. 
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第１３条（慶弔） 

１．会員及び会員の親・兄弟姉妹・子に外地で不幸があった時は原則としてPTAより弔電を出す。 

尚、当地で不幸があった場合はこの限りではない。 

２．会員の出産・結婚の際はPTAより3万ペソの祝儀を出す。 

３．児童・生徒が転出する場合、学校を通して記念品を贈呈する。 

　　　　　　　　　また上記以外の慶弔に際しては役員会で協議し適時対応することとする。　 

 

第１４条（会計） 

１．本会の経費は会費及び寄付金、その他収入をもってこれに充てる。 

２．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 

 

附則　1999年（平成11年）　3月　6日　一部改正 

附則　2005年（平成17年）　3月　5日　一部改定 

附則　2005年（平成17年）　5月　7日　一部改定 

附則　2006年（平成18年）　4月22日　一部改定 

附則　2007年（平成19年）　3月　3日　一部改定 

附則　2010年（平成22年）　3月　6日　一部改定 

附則　2013年（平成25年）　2月23日　一部改定（スペイン語訳） 

附則  2014年（平成26年）　4月26日　一部改訂 

附則　2015年（平成27年）　4月25日　一部改定 

附則　2020年（令和2年）　　2月29日　一部改定 
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 添付資料３　 
日本人学校スクールバス委員会規定 

Reglamento de Comité de Bus Escolar 

第１条 （目的） 

サンチャゴ日本人学校児童・生徒の登下校ほかに必要なスクールバスを運営するため、ＰＴＡにスクールバス委員会 

（以下、「委員会」という）を設ける。 

委員会は、スクールバスを利用する児童・生徒およびその家族（以下、「利用者」という）のために、サンチャゴ日本人 

学校（以下、「学校」という）および日本文化教育財団（以下、「財団」という）の協力を得つつ、スクールバスの安全 

かつ円滑な運営に当たることを目的とする。 

 

第２条 （組織） 

委員会は以下のメンバーで構成され、その任期は１年とするが、再任は妨げない。また、改選時期は４月を原則と 

するが、委員の転出等やむを得ない欠員が生じた場合は、速やかに補充を行う。 

　　委員長：          ＰＴＡ会長が兼任する。 

　　副委員長：      委員より選任する。 

　　委員：             各スクールバス運行系統から各１名および財団事務局長 

　　会計監査：       ＰＴＡ会計監査が兼任する。 

 

第３条 （業務および権限） 

委員会の業務および権限は以下のとおりとする。 

第１項 業務 

１．以下の事項の決定、変更または改訂 

１－１　スクールバス運行表（以下、「オラリオ」という） 

１－２　スクールバス運行系統 

１－３　スクールバス運行範囲 

１－４　スクールバス乗降場所 

１－５　スクールバス利用の手引き 

２．スクールバス業者の選定、契約、中止およびスクールバス料金の設定、変更にかかる決定 

（重大な変更については、あらかじめ利用者の意向を確認することを原則とする。） 

３．会計監査 

４．スクールバス利用希望者に対する可否の決定 

５．スクールバス利用者の住所変更に伴う系統変更または利用取り消し 

６．スクールバス運営にかかる利用者からの要望、意見等のとりまとめ 

第２項 学校に協力を依頼する事項 

１．利用申請、変更およびキャンセルにかかる事務処理 

２．連絡網の整備、緊急時における連絡 

３．スクールバス運行状況の把握 

４．オラリオ作成、変更および配布 

５．委員会へのバス担当教員の出席 

  第３項 財団事務局が行う事項 

１．スクールバス会社との契約交渉、契約締結および更新 

　　 ２．バス料金の利用者からの集金、契約会社への支払その他の会計事務 

３．保険請求、訴訟等の各種事務手続き等 

第４項　　安全対策・指導 

利用者への安全対策・指導については、学校および日本大使館等の助言を適宜得ながら、適切に実施する 

ものとする。 

 

第４条 （運営） 

第１項 役割 

　　　　１．委員長 

　　　委員会の最高責任者として、学校、財団および日本大使館等に対し、各種協力依頼ならびに重要 

　　　事項の報告を行う。また、委員会開催によらない緊急時の対応について決定を行う。 

　　　　　　　　　 ２．副委員長 

　　　委員会の議長として、その議事進行ととりまとめを行う。その他、委員長を補佐し、委員会運営 

　　　および各種決定を行う。 
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　　　　　　　　　 ３．委員 

　　　　３－１　各系統利用者の意見・要望等のとりまとめ 

　　　　３－２　各系統のバス運行状況の把握 

　　　　３－３　住所変更、利用キャンセルに伴うオラリオおよび運行系統のチェック 

　　　　３－４　その他、各系統利用者との連絡・調整 

　　　　３－５　委員会議事録のとりまとめ 

第２項　　委員会の開催 

　　　　１．定例委員会 

　　　　　　　　　　　　　原則毎月１回開催するものとする。定例委員会には、委員長または副委員長のいずれかが出席し、 

　　　　　　　　　　　　　かつ出席者数が過半数を満たさなくてはならない。なお、バス運行状況の把握、連絡調整など、重要 

　　　　　　　　　　　　　な議決を必要としない事項については、電子メール等により、委員長が各委員の意見を聴衆し、定例 

　　　　　　　　　　　　　委員会に代えることができる。 

　　　　　　　　　２．定例委員会議事 

　　　　　　　　　　　　　　２－１　新規利用申請の受理または拒否、現利用者の住所変更、転出等に伴うオラリオ、運行系統 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の変更。ただし、緊急やむを得ない場合は委員長または副委員長の決定によることができる。 

　　　　　　　　　　　　　　２－２　スクールバス運行状況、業務内容等にかかるバス業者との交渉。 

　　　　　　　　　　　　　　２－３　利用者からの質問、要望、意見等にかかる討議および対応の決定。 

　　　　　　　　　　　　　　２－４　その他スクールバス運営改善のための討議。 

　　　　　　　　　３．臨時委員会 

　　　　　　　　　　　　　委員長が必要と認めた場合は、臨時委員会を開催することができる。なお、臨時委員会は、定例委 

　　　　　　　　　　　　　員会と同条件で成立するものとする。 

　　　　　　　　　４．基本事項の決定 

　　　２月に開催される委員会において、翌年度のスクールバス運営にかかる以下の基本事項を定める。 

　　　　  ４－１　バス会社の選定および契約基本条項 

　　　　　４－２　その他スクールバス運営の年間計画にかかる重要事項 

　　以下の事項を、４月新学期までに、委員長が財団事務局長・バス担当教諭・バス業者と協議の上、 

　　　　　　　　　　　　　決定する。 

　　　　　　　　　　　　　　 ４－３　バス運行系統および運行範囲 

　　　　５．引継ぎ 

　　引継ぎ前後（３月、４月）は、新旧バス委員長が随時協力して運営にあたる。 

第３項　　PTA関連事項 

　　　　１．３月のPTA定期総会において、以下の事項を報告・決定する。 

　　　　　　　　 　１－１　次年度スクールバス運営方針 

　　　　１－２　バス会社契約方針 

　　　　２．４月のPTA定期総会において、以下の事項を報告する。 

　　　　２－１　前年度会計報告 

　　　　２－２　バス会社との契約事項（契約先、料金、契約期間等） 

　　　　２－３　新年度バス委員の選任 

第４項　　経費の支出 

　　　　　　　　　　バス会社への支払い、事務費、会議費その他スクールバス運営に必要な経費は、利用者より徴収する 

　　　　　　　　　　バス料金から支出する。 

第５項　　スクールバス利用の手引き 

　　　　　　　　　　バス利用の円滑化ならびに利用者の便宜のため、委員会の責任において、「スクールバス利用の手引き」 

　　　　　　　　　　を作成または改訂する。改訂作業は、委員会の判断に基づき適宜行い、そのつど最新版を全利用者に 

　　　　　　　　　　配布するものとする。ただし、｢スクールバス委員会および担当教員名簿｣は、改選のつど作成・配布する。 

第５項　　その他 

　　　　　　　　　　その他委員会が必要と認める事項については、適宜学校もしくは委員を通じて利用者に周知徹底しなけ 

　　　　　　　　　　ればならない。 

 

第５条 （所在地） 

　　　　委員会の所在地は、サンチャゴ日本人学校とする。 

 

第６条 （施行および改正または廃止） 

　　　　本規定は、２０００年３月４日開催のＰＴＡ総会議決をもって決定・施行する。本規定の重要な改正または廃止は、 

　　　　ＰＴＡ総会の議決によらなければならない。 

※　附則　2005年（平成17年）5月8日　一部改定 
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スクールバス利用留意事項 

Reglamentos de uso del bus escolar 
 
A．バス料金$142,500ペソを授業料と共にお支払いください。 
　　Se debe pagar mensualmente 142,500 pesos por transporte escolar. 
 
B．乗車時間を厳守してください。　Respete  las  horas de llegada y salida. 
　(1)バス到着予定時刻の5分前までに保護者同伴にて乗車地点でお待ち下さい。 
　Se agradece esperar a los buses con 5 minutos de anticipación. 
(2)下校時も保護者が出迎えてください。バス委員会の責任範囲は乗車地点から下車地点までであり、
それ以外は保護者の責任に属します。 

　　Los padres tienen que retirar a los niños donde los deje el bus. El Comité de bus se hace 
　　responsable de los niños  desde que se recogen hasta la bajada correspondiente.  
 
C．急なバス利用変更は「手引き」の「突発的なバス利用内容の変更」に従って対処して下さい。 
　　Si hay algún cambio, se agradece informarlo por escrito. 
 
D．ご家庭でも次のご指導をお願い致します。Enseñele a los niños también las siguientes normas. 
　(1) 所定のシートべルトを必ず装着すること。 
　Los niños están obligados a usar el cinturón de seguridad dentro del bús.  

　　　・大型バス（水色）：全座席に２点式シートベルトが設置されております。 
　　　・小型バス（黄色）：全座席に２点式シートベルトが設置されております。 
　(2) 乗降り時には、他の児童・生徒や運転手さんに元気よく挨拶をすること。 
　Salude  amablemente al chofer como a los otros alumnos cuando utilice el bus.  
(3) 車内では、大声で騒いだり、運転中に座席の移動をしないこと。 

　　Los niños no pueden pararse ni jugar ni cambiarse de lugar mientras estén dentro del bus 
　　por lo que deberán mantenerse sentados. 

(4) 下車時には、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。 

　　Antes de bajar del bus deberán mirar a su derecha e izquierda y confirmar que no haya  peligro. 
　(5) 車内での飲食はなるべくしないこと。また車内を清潔に保つこと。 
　　Se debe  mantener limpio el interior del bus sin comer ni tomar líquidos. 
 

御協力の程、よろしくお願い致します。Saludos cordiales. 
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添付資料４ 
 

CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

En Santiago de Chile, con fecha [__] de abril de 2020, entre Fundación Cultural y Educacional Japonesa,                 

persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 71.750.000-8, representada, según se               

acreditará, por su Presidente don Yasuhiro Miyata, japonés, casado, ingeniero civil industrial, cédula de identidad               

para extranjeros número 26.226.840-3, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa número              

1340, Lo Barnechea, Región Metropolitana, en adelante, la “Fundación”; por una parte, y por la otra, don Pedro                  

Arturo Peredo Bustos , chileno, casado, empresario de transportes, cédula de identidad número 6.796.400-4,              

domiciliado en calle Martín Rivas número 6544, La Reina, Región Metropolitana, en adelante, el “Transportista”, y                

en conjunto con la Fundación, como las “partes”; se celebra el presente contrato de transporte escolar de                 

conformidad a los términos y condiciones que a continuación se expresan (en adelante, el “Contrato”). 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES. 

1.1. La Fundación actualmente administra un establecimiento de educación denominado “Instituto de Enseñanza             

Japonesa”, en adelante el “Colegio”, al que asisten regularmente estudiantes escolares que requieren             

movilización diaria hacia y desde el Colegio. A la Fundación se le ha conferido un mandato por parte de los                    

apoderados del Colegio para efectos de la celebración del presente Contrato, los que detallados en el Anexo N°1,                  

se adjunta y se entiende formar parte integrante del presente instrumento. 

1.2. Por su parte, el Transportista es un empresario de transportes que presta el referido servicio con vehículos                  

autorizados de su propiedad, por sí y a través de otras personas que se encuentran exclusivamente bajo su                  

cuidado, subordinación y dependencia. 

1.3. El Transportista declara estar en conocimiento y cumplir con las disposiciones de la Ley N° 19.831 que crea el                    

Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, y de su Reglamento, las cuales informan                

el presente Contrato. 

 

SEGUNDO: OBJETO. 

Por el presente acto, la Fundación, en calidad de mandataria y en representación de las personas singularizadas                 

en el Anexo N° 1 del presente Contrato, contrata los servicios del Transportista para que este traslade mediante                  

vehículos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares a               

los estudiantes del Instituto de Enseñanza Japonesa, en recorridos de ida y de vuelta entre sus respectivos                 

domicilios y las dependencias del Colegio, respectivamente. Como contraprestación, la Fundación retribuirá al             

Transportista por la prestación de sus servicios conforme a lo prevenido en la cláusula cuarta del Contrato. 

 

TERCERO: CONDUCTORES Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS. 

3.1. En el marco del presente Contrato, los conductores autorizados para prestar el servicio de transporte escolar                 

corresponden a las siguientes personas: (i) el Transportista; (ii) doña María Cristina Moena, cédula de identidad                

número 8.470.622-1, domiciliada en calle Martín Rivas número 6544, La Reina, y (iii) don Patricio Enrique Perez                 

Gaete, cédula de identidad número 6.288.014-7, domiciliado en Avenida Cuarto Centenario 1740, departamento             

301, Las Condes.  

3.2. Por su parte, los vehículos autorizados con los que el Transportista prestará sus servicios serán los                 

siguientes: (i) Minibús de transporte escolar marca MITSUBISHI, modelo L 300 2.0, año 2011, placa patente                
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CSTR.96-0, de propiedad de don Patricio Enrique Pérez Gaete; (ii) Minibús de transporte escolar marca               

MITSUBISHI, modelo L 300 2.0, año 2011, placa patente CXRG.71-1, de propiedad de doña Rosa Marianela                

Peredo Bustos; y (iii) Bus de transporte escolar marca FUSO, modelo Rosa, año 2012, placa patente DHXF.79-7,                 

de propiedad de Pedro Arturo Peredo Bustos. 

3.3. El Transportista declara que los conductores son personas con experiencia en la actividad del transporte                

escolar y conocedores de las rutas a cubrir como del trabajo a realizar.  

3.4. Los conductores deberán tener siempre al día una licencia apta para conducir los vehículos anteriormente                

singularizados. 

3.5. El Transportista declara que los vehículos precedentemente individualizados se encuentran autorizados para             

la actividad del transporte escolar y, en consecuencia, figuran debidamente inscritos en el Registro Nacional de                

Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. 

3.6. El Transportista declara que todos los vehículos anteriormente indicados se encuentran con su revisión               

técnica, permiso de circulación y seguro obligatorio al día, en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, y                 

con todos los implementos de seguridad exigidos por la legislación actualmente vigente. 

3.7. El Transportista responderá personalmente por cualquier incumplimiento en el que incurra como consecuencia              

de la acción u omisión de cualquiera de los conductores autorizados, o de quienes los reemplacen, o bien, por el                    

hecho de cualquiera de los vehículos autorizados, o de los que los reemplacen.  

 

CUARTO: RETRIBUCIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS. 

4.1. La Fundación pagará al Transportista por los servicios contratados la cantidad de $142.500.- (ciento               

cuarenta y dos mil quinientos pesos chilenos) mensuales, exentos de IVA, por cada estudiante transportado               

durante un mes calendario en cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato. 

4.2. La suma anteriormente indicada será pagada por la Fundación el día 25 de cada mes contra recepción de la                    

respectiva factura o boleta que deberá emitir el Transportista. En caso que el día en cuestión correspondiere a un                   

festivo, el pago deberá efectuarse el día hábil bancario siguiente.  

4.3. El incumplimiento de estos pagos dará derecho al Transportista a suspender la prestación de su servicio de                  

transporte escolar. 

 

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia del presente Contrato se extenderá desde el día 1 de abril de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2021.                       

Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Contrato, debiendo para ello dar un aviso con                  

90 días de anticipación, por medio de una carta certificada dirigida al domicilio indicado en la comparecencia,                 

según sea el caso. 

 

SEXTO: OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA. 

El Transportista se obliga especialmente a: 

a. Contar con vehículos adecuados para el transporte de estudiantes, personal y apoderados del Colegio, en 

cada oportunidad que la Fundación así lo indique, tanto en lo que se refiere a los recorridos regulares 

como a otros que se puedan solicitar en días hábiles; 

b. Contar con una cantidad de vehículos adecuada para transportar a los estudiantes, de tal forma que, en el 

evento que aumente el número de alumnos, se añada un vehículo adicional, debiendo informar por escrito 

a la Fundación los datos de individualización tanto del vehículo autorizado como del conductor. 
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c. Mantener los vehículos con su revisión técnica, permiso de circulación y seguro obligatorio al día, en 

perfectas condiciones mecánicas y de seguridad y con todos los implementos de seguridad exigidos por la 

legislación actualmente vigente. La Fundación se reserva el derecho de revisar o hacer revisar el o los 

vehículos en cualquier momento y/o lugar, exigir el arreglo de desperfectos encontrados o el reemplazo 

del vehículo dentro del plazo que señale al efecto; 

d. Reemplazar los vehículos autorizados de la cláusula tercera del Contrato en caso de fallas y/o averías, 

mantenimiento, reparaciones, restricción vehicular o cualquier otro evento que saque fuera de la 

circulación a los mismos, con el objeto de asegurar la oportuna, completa y continua prestación de sus 

servicios a la Fundación, a su entero costo y responsabilidad. En consecuencia, la Fundación estará 

exenta de cualesquiera obligaciones o gastos que implique el reemplazo de los vehículos; 

e. Realizar los recorridos a una velocidad prudente y cumpliendo estrictamente con la Ordenanzas y 

Reglamentos de Tránsito, siendo de cargo y responsabilidad exclusiva del Transportista cualquier multa u 

otra sanción impuesta como consecuencia de eventuales infracciones; 

f. Asegurar la llegada de los estudiantes antes de que se inicie el horario de clases. El Transportista declara 

conocer que el horario de clases se inicia regularmente a las 8:00 horas de lunes a viernes, excepto 

festivos;  

g. Asegurar que todos los estudiantes, personal o apoderados del Colegio viajen sentados y con cinturones 

abrochados; 

h. Prestar un servicio de puerta a puerta para todos los estudiantes que la Fundación indique; 

i. Asegurar que los vehículos cuenten con equipos transmisores que permitan comunicarse continua e 

ininterrumpidamente con el Colegio; 

j. Mantener una determinada duración de los recorridos dentro de límites y criterios razonables. En caso de 

existir un atraso superior a 10 minutos, el conductor deberá informar al Colegio por medio del equipo 

transmisor indicado en la letra i) anterior; 

k. No destinar los vehículos autorizados de la cláusula tercera del Contrato al transporte público. Queda 

prohibido al Transportista aceptar en sus vehículos a personas que no tengan la calidad de estudiantes, 

personal o apoderados del Colegio durante la prestación de los servicios contratados; 

l. Contar con todos los permisos y seguros que la Ley exige para la prestación de servicios de transporte 

escolar; 

m. Cubrir las necesidades de viajes especiales, tales como museos, zoológicos, parques nacionales, entre 

otros destinos, que el Colegio estime conveniente durante el horario escolar. Los viajes serán solicitados a 

lo menos con una semana de anticipación. El costo de cada viaje ascenderá conforme a los valores 

estipulados en el Anexo N° 2 del presente Contrato. Asimismo, el Colegio podrá cambiar el calendario 

escolar y contar con el vehículo sin ningún costo adicional con el objeto de realizar diversas actividades 

propias con un aviso de por lo menos una semana de anticipación.  

n. Asegurar que el trato del respectivo conductor hacia los estudiantes, personal y apoderados del Colegio 

sea siempre deferente y cordial. El Transportista se obliga a reemplazar al conductor que no cumpla esta 

obligación, previa solicitud por escrito de la Fundación o el Colegio. El Transportista deberá supervisar 

siempre la idoneidad del conductor; 

o. Cumplir el recorrido y horario definido por el Comité de Bus Escolar del Centro de Apoderados y estar en 

permanente coordinación con el encargado del transporte del Colegio;  

p. No discutir cualquier clase de problemas relacionados al Instituto de Enseñanza Japonesa con los 

estudiantes, personal o apoderados del Colegio, debiendo remitir dichos problemas al encargado de 
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transporte del Colegio; y 

q. Cumplir con las declaraciones de la cláusula tercera del Contrato. 

 

SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES E INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.  

7.1. La Fundación se reserva el derecho, en todo momento, de poner término al presente Contrato especialmente                 

cuando el Transportista incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en la cláusula sexta anterior.  

7.2. Asimismo, en caso que alguno de los vehículos singularizados en la cláusula tercera precedente presentaren                

fallas mecánicas, fueren objeto de restricción vehicular, u ocurriere cualquier otro evento que sacare fuera de la                 

circulación a los mismos, y ello deviniere en la interrupción de los servicios, se entenderá que se trata de un hecho                     

que, imputable siempre al Transportista, dará derecho a la Fundación a deducir de la retribución mensual el valor                  

proporcional por todas las horas y/o días que haya durado dicha interrupción. 

7.3. El Transportista será responsable, defenderá judicial y extrajudicialmente e indemnizará a la Fundación, a sus                

representantes, estudiantes, trabajadores, directores, agentes y/o apoderados, por cualquier perjuicio que se            

cause como consecuencia de: 

a. Cualquier infracción o incumplimiento por parte del Transportista, de sus dependientes o colaboradores, de 

las normas del tránsito, seguridad, ambientales y, en general, de cualquier ley, ordenanza, decreto, 

reglamento o instrucción emanado de la autoridad que resulte aplicable; 

b. Lesiones, enfermedades o muerte de cualesquiera personas, sea estudiantes, personal o apoderados del 

Colegio, o bien, terceros, y pérdidas o daños a la propiedad y bienes de la Fundación o de terceros 

ocasionados o derivados directa o indirectamente de acciones u omisiones del Transportista, o cualesquiera 

de sus trabajadores o colaboradores. 

c. Reclamos o demandas laborales y/o civiles en contra de la Fundación por parte de los trabajadores del 

Transportista que participen en la prestación de los servicios, incluidos los familiares y/o herederos de tales 

trabajadores. 

 

OCTAVO: DECLARACIONES VARIAS. 

8.1. Los servicios serán prestados por el Transportista, en calidad de independiente, de acuerdo a sus propios                 

métodos y procedimientos, sin estar sujeto a supervigilancia, control ni dependencia de la Fundación. 

8.2. Los trabajadores o colaboradores del Transportista que ejecuten los servicios materia del Contrato se               

encontrarán vinculados jurídicamente en forma exclusiva con el Transportista, de modo que no podrá existir               

vínculo de subordinación ni dependencia alguno entre la Fundación y el personal del Transportista. 

8.3. Serán de exclusiva responsabilidad del Transportista las obligaciones previsionales, laborales y tributarias             

relacionadas con el conductor o los conductores que contrate para la prestación de los servicios de transporte                 

escolar, que deba cumplir de conformidad a las leyes laborales y de seguridad social actualmente vigentes.  

8.4. Las partes declaran que el presente Contrato reemplaza cualquier acuerdo, tratativa preliminar o              

entendimiento previo a su suscripción. De igual forma, y para el evento que entre las partes se hayan celebrado                   

con anterioridad contratos de similar objeto o naturaleza, por el presente acto se otorgan recíprocamente el más                 

amplio, completo y total finiquito respecto de las obligaciones contraídas entre ellas con motivo de los mismos,                 

dando por expresamente cumplidas cualesquiera obligaciones emanadas de tales contratos. 

 

NOVENO: CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. El presente Contrato es intransferible y, en             

consecuencia, el Transportista no podrá, sin mediar autorización escrita de la Fundación, cederlo a terceros.               
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Asimismo, tampoco podrá subcontratar a otro empresario de transportes, sin perjuicio de lo pactado en la cláusula                 

tercera respecto de los conductores autorizados. 

 

DÉCIMO: IMPUESTOS. Todos los impuestos fiscales o municipales a que haya lugar con motivo del Contrato                

serán de cargo exclusivo del Transportista. 

 

DÉCIMO PRIMERO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales derivados del presente             

Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, y prorrogan la competencia para ante sus                  

tribunales ordinarios de justicia. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍAS Y COPIAS.  

La personería de don Yasuhiro Miyata para actuar en representación de Fundación Cultural y Educacional               

Japonesa consta en escritura pública de fecha 4 de julio de 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don                    

Patricio Raby Benavente. 

 

El presente Contrato se firma en dos copias, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Yasuhiro Miyata 

p.p. Fundación Cultural y Educacional Japonesa 
 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Pedro Arturo Peredo Bustos 

Transportista 
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ANEXO N° 1 

Por mandato otorgado con anterioridad a esta fecha, los apoderados que la Fundación representa en virtud del                 
Contrato corresponden a las siguientes personas: 

N° Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Domicilio 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

 

 

_______________________________________ 

Yasuhiro Miyata 

p.p. Fundación Cultural y Educacional Japonesa 

 

_______________________________________ 

Pedro Arturo Peredo Bustos  

Transportista 
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ANEXO N° 2 

 

LISTA DE PRECIOS VIAJES ESPECIALES 

 

Lugar 2020 
Anglo American // Parada en paseos $34.700 
Centro de Santiago $54.400 
Quilicura $54.400 
Santuario del Arrayán $56.100 
Til-Til $184.400 
Semillas Takii // Sakata $184.400 
Cascada de las Ánimas// Laguna Esmeralda  $301.600 
Valparaíso 2 buses por día  $493.300 
Valparaíso Bus chico $155.700 
Pintué $331.800 
Rancagua $265.800 
Piscina 3 buses (por día) $56.700 
Las Cabras-El Morado (bus de Pedro) $375.000 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Yasuhiro Miyata 

p.p. Fundación Cultural y Educacional Japonesa 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Pedro Arturo Peredo Bustos  

Transportista 
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スクールバス契約書（邦訳） 

 

2020年4月1日、契約の一方の当事者の日本文化教育財団（RUT:71.750.000-8）の理事長である宮田泰
裕（既婚、工学士、RUT:26.226.840-3）は（以下「財団」と称する、住所：Avenida La Dehesa   
número 1340, Lo Barnechea, Región Metropolitana）、他方の当事者のPedro Arturo Peredo Bustos（チ        
リ国籍、既婚、輸送業者、RUT:6.796.400-4、住所：Martín Rivas número 6544, La Reina, Región       
Metropolitana、以下「バス業者」と称する）と以下に規定するスクールバス契約書を締結する。 

 

第1条：事実関係 

1.1. 　財団は、現在「日本人学校（以下「学校」と称する）」と称する教育機関を運営しており、その 
在校生徒は日常の通学手段を必要としている。学校の保護者は、この契約書を締結する権限を財団に委

任しており、その旨は付属文書１に明記されており、この契約書の一部をなす。 

1.2.　一方、バス業者は、自分の責任管理下にある他の人と一緒に、バス業者本人とそれらの人が所有
している認可を受けたスクールバスを使用して、スクールバスのサービスを提供している輸送業者であ

る。 

1.3.　バス業者は、この契約書の中で記述されているスクールバス・サービスの国家認可登録を規定し
ている法律第19,831号と関連法規を熟知し順守していることを明言する。 

 

第2条：目的 

この契約書によって財団は付属文書１に記載されている保護者の委任を受けてスクールバスのサービス

契約を締結し、バス業者は当局に認可されたスクールバスを使用して、学校の生徒の自宅と学校の間の

通学手段を提供する。このサービス提供に対して、財団はこの契約書第4条の規定に従って、バス業者
に報酬を支払う。 

 

第3条：運転手及び認可バス 

3.1.　この契約書に従って定められたスクールバス運転手は、次の人である。（i）バス業者、（ⅱ）
María Cristina Moena（ RUT： 8.470.622-1、住所：Martín Rivas número 6544, La Reina）（ⅲ）         
Patricio Enrique Perez Gaete（ RUT：6.288.014-7、住所：Avenida Cuarto Centenario 1740,        
departamento 301, Las Condes）。 

3.2.　一方、バス業者が使用する当局に認可されているスクールバスは、次の通りである。(i) ミニ・ス 
クールバス、メーカー：MITSUBISHI、 モデル：L 300 2.0、 製造年：2011年, プレート： CSTR.96-0      
、所有者：Patricio Enrique Pérez Gaete、 (ii)ミニ・スクールバス、メーカー：MITSUBISHI、モデル：      
L 300 2.0、製造年： 2011年, プレート： CXRG.71-1、 所有者： Rosa Marianela Peredo Bustos、 (iii)            
スクールバス、メーカー：FUSO、モデルRosa、製造年： 2012年、プレート： DHXF.79-7、所有者：  
Pedro Arturo Peredo Bustos。 

3.3.　バス業者は、これらの運転手はスクールバスの経験豊富であり、履行すべき運行ルートを熟知し
ていると明言する。 

3.4.　運転手は、上記のスクールバスを運転するのに必要な有効な運転免許証を常時所持しなければな
らない。 

3.5.　バス業者は、上記のスクールバスはスクールバス・サービスを提供するための認可を取得してお
り、従ってスクールバス・サービス国家認可登録に正当に登録されていることを明言する。 

3.6.　バス業者は、上記のスクールバスは、有効な車検証、通行許可書、強制保険証を保有し、整備・
安全面で 適な保守管理をして、法律で規定されている安全対策をしていると明言する。 
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3.7.　バス業者は、この契約書で規定された運転手やその代替運転手並びにスクールバスやその代替バ
スの善管注意義務不作為による不履行の一切の責任を負うことを明言する。 

 

第4条：報酬及び支払 

4.1.　財団は、バス業者のスクールサービス提供の対価として、この契約書に従ってスクールバスを利
用した生徒一人当たりの月当り報酬として$142,500ペソ（IVA免除の金額）支払う事とする。 

4.2.　上記の報酬は、バス業者が発行する請求書（facturaか boleta）受領後、財団は毎月25日に支払 
う。支払日が休日に当たる場合は、翌銀行営業日に支払う事とする。 

4.3.　この報酬不払の場合は、バス業者はそのスクールバス・サービスを中断する事が出来る。 

 

第5条：契約期間 

この契約の有効期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までとする。なお、契約当事者のどちらも、
この契約書冒頭に記載の相手方の住所に配達証明付書状によって90日前に通知する事により、期限前解
約を行うことが出来る。 

 

第6条：バス業者の義務事項 

バス業者は、次の事項を履行する義務を負う。 

a)　財団が指示する毎日の登下校の運行やその他の平日の運行において、学校の生徒、職員、保護者の
輸送に関して適切なスクールバスを使用する。 

b)　生徒の輸送に適切に対応できるスクールバスの数を用意する。生徒の数が増加する場合は、新たに
使用するスクールバスと運転手の情報を書面にて通知の上、追加のスクールバスを手当てする。 

c)　スクールバスは、有効な車検証、通行許可書、強制保険証を保有し、整備・安全面で 適な保守管

理をして、法律で規定されている安全対策をする。財団は、時と場所を問わず、スクールバスを点

検する、或いは第3者に点検させる事が出来、もし不具合が発見された場合は、その修理やスクール
バスの代替を指定した期限までに要求できる。 

d)　第3条に規定したスクールバスの故障、保守点検、修理、通行規制、その他の理由による走行不能
の場合には、適切、完全、継続的なサービスを財団に提供するために、バス業者の負担と責任にお

いて代替のスクールバスを手当てする。従って、財団は、このバス代替に関する一切の義務や費用

を負担する事はない。 

e)　道路交通法を厳格に順守して、安全な速度でスクールバスを運行する。従って、交通違反に関する
一切の罰則・罰金は、バス業者の負担並びに責任となる。 

f)　授業開始前に生徒が学校に到着するよう励行する。バス業者は、休日を除く月曜日から金曜日の通
常の授業開始時間が午前8時であること認識していることを明言する。 

g)　学校の生徒、職員、保護者は、シートベルト着用のうえ着席して移動する事を励行する。 

h)　財団が指定する全生徒の送り迎えは、ドア・ツー・ドアで行う。 

i)　学校と常時通信可能の無線機をスクールバスに常備する。 

j)　常識的な範囲での決められた運行時間を順守する。もし10分以上到着が遅れる場合は、運転手は前
項i）の無線機にて学校に連絡する。 

k)　第3条で規定されたスクールバスを、一般公共輸送には使用しない。この契約で規定されたスクール
バス・サービス提供中は、学校の生徒、職員、保護者以外の人の乗車を禁止する。 
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l)　スクールバス・サービス提供に関する法律が規定する全ての許認可や保険を保有する。 

m)　学校が授業時間中に行う事が適切と判断した博物館、動物園、国立公園等への訪問のための特別移
動の必要性についても対応する。この特別運行依頼は、少なくとも一週間前に連絡され、その場合

の費用については、付属文書２に規定される。同様に、学校は様々な活動を実施するために、少な

くとも一週間前の通知を持って当初予定を変更する事が出来、その場合でも追加費用なくスクール

バスの手当が出来る。 

n)　運転手は、学校の生徒、職員、保護者に対して常に謙虚及び親切に接する事を励行する。なお、こ
れに反するような行為を行った運転手について財団や学校から書面にて要請のあった場合は、バス

業者はこの運転手を交代させなければならない。バス業者は、常時運転手の素行の適性を監督しな

ければならない。 

o)　保護者会スクールバス委員会によって決められた運行ルートと運行時間を遵守し、学校のスクール
バス担当と常に連絡を取り合う。 

p)　学校に関するいかなる問題も生徒、職員、保護者と話す事はせず、その問題は学校のスクールバス
担当に連絡しなければならない。 

q)　第3条で明言していることを遵守しなければならない。 

 

第7条：責任とサービス中断 

7.1.　バス業者が第6条で規定する義務の履行をしなかった場合は、財団はいつでも契約を終了する事が
出来る。 

7.2.　同様に、第3条に規定したスクールバスの故障、車両通行規制、その他の通行不能の事態が発生
し、その結果スクールバス・サービスの中断となり、その責任がバス業者にある場合は、財団はサービ

ス中断による時間や日にちに応じた金額を、月額報酬から差し引くことが出来る。 

7.3.　バス業者は、次に述べるケースで発生する損害について責任を持ち、財団の生徒、職員、理事、
保護者に対しての裁判上或いは裁判外での擁護とその損害賠償を行う。 

a)　バス業者とその監督下にある運転手が、当局が発出している道路交通法、安全、環境、その他の一
般的な法律、政令、行政通達等に違反した場合。 

b)　バス業者とその管理下にある運転手の善管注意不作為に起因した学校の生徒、職員、保護者、第三
者の障害、病気、死亡や財団や第三者の財産の紛失や損害が発生した場合。 

c)　バス業者の監督下にある運転手本人やその家族や相続人による財団に対する労働及び民事訴訟が起
こされた場合。 

 

第8条：各種言明 

8.1.　バス業者は、本人が定めた方法・手段に従って、個人の独立した立場でそのサービスを提供する
ものであり、財団に従属せず、またその監督下にも置かれない。 

8.2.　この契約書に基づくスクールバス・サービスを提供するバス業者の労働者や協力者は、バス業者
と法律上の独占的労使関係が存在し、財団とバス業者の間には従属・監督の労使関係は存在しない。 

8.3.　バス業者は、自分の管理下にある運転手の社会保障については、労働・社会保障関連法律に従っ
て、社会保障関係費用や税金の支払いをしなければならない。 

8.4.　この契約当事者は、この契約書は、その締結前に交わしていた如何なる合意、事前取り決め、事
前了解を破棄して、それに取って替わるものとなることを明言する。同様に、当事者間で以前に同じよ

うな内容を持った契約を交わしていた場合、今回のこの契約書の締結によって、以前の契約で規定され

ていた義務は全て履行されたとして、そのお互いの義務に関しては、完全に清算されたものとされる。 

pg. 29 
 



 

第9条：契約譲渡と下請 

この契約は譲渡不可能とするので、バス業者は、財団の書面による合意がない限り、第三者に譲渡する

事は出来ない。同様に、第3条に規定のある運転手は問題ないが、それ以外の輸送業者に下請けに出す
ことも出来ないとする。 

 

第10条：税金 

この契約に関する全ての国税や区税は、全てバス業者負担とする。 

 

第11条：住所と法的管轄区域 

この契約から発生する法律対応のために、契約当事者はその住所をサンチャゴ市に定め、その裁判管轄

に入る。 

 

第12条：契約当事者 

宮田泰裕が財団を代表する権限は、2019年7月4日付のPatricio Raby Benavente公正証書役場の公正証書  
に明記されている。 

当契約書は二部作成され、それぞれの当事者が一部ずつ保管する。 

 

 

 

（署名） 

宮田泰裕 

日本文化教育財団 

 

 

 

（署名） 

Pedro Arturo Peredo Bustos 

バス業者 
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付属文書 1 

 

この契約書の締結につき、以前に財団に委任をしている保護者は以下の通り。 

N° 名前 RUT 住所 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    

 

（署名） 

宮田泰裕 

日本文化教育財団 

 

（署名） 

Pedro Arturo Peredo Bustos  

バス業者 
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付属文書 2 

 

特別運行バス料金 

 

行先 2020年 
Anglo American // Parada en paseos $34.700 
Centro de Santiago $54.400 
Quilicura $54.400 
Santuario del Arrayán $56.100 
Til-Til $184.400 
Semillas Takii // Sakata $184.400 
Cascada de las Ánimas// Laguna Esmeralda  $301.600 
Valparaíso 2 buses por día  $493.300 
Valparaíso Bus chico $155.700 
Pintué $331.800 
Rancagua $265.800 
Piscina 3 buses (por día) $56.700 
Las Cabras-El Morado (bus de Pedro) $375.000 

 

 

 

 

（署名） 

宮田泰裕 

 日本文化教育財団 

 

 

 

（署名） 

Pedro Arturo Peredo Bustos  

バス業者 
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添付資料５ 
 

スクールバス契約書改定版の件 

 

2020年度スクールバス契約書に関し、日本文化教育財団（以下、財団）事務局にて、弁護士と協議を実施し、改定版

を作成。 

 

【契約署名者】 

財団及びペドロ・ペレド（Pedro Arturo Peredo Bustos）氏 【前年度と同じ】 

 

【改定の主要点】 

1. 前契約書では、契約当事者である財団と、（スクールバス利用者である）児童生徒の保護者との関係が不明瞭。 

→ 「保護者が本契約書を締結する権限を財団に委任している」旨を明記。 

→ また、保護者の誰が財団に委任しているかも明記する為、「保護者名が記載された付属文書」も作成。 

　　　【スクールバスを利用する児童・生徒の転入・転出があった場合は、付属文書も都度更改します】 

 

2. バス業者が、法律第19,831号（スクールバス・サービスの国家認可登録を規定）及び関連法規を熟知し、順守して

いる事を明記。 

 

3. 運転手名及び使用するバス（3台。政府当局に認可されている事を財団事務局にて確認済み）も明記。 

　　　　　　【ペドロ・ペレド氏が運転手・バスをきちんと管理監督するという建付けにしております】 

 

4. 前契約書に規定されていた事項は、改定版にてもカバー済み。 

　　　　　　【文言の修正はありますが、法的解釈は不変との事です】 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pg. 33 
 



添付資料６ 
 

藤尾サッカー教室・登山教室のご案内 

 

　藤尾明憲さんのご長男が日本人学校に通われていた1990年から、藤尾さんは、無償で子供たちにサッカーを

教え始められました。サンチャゴにいるとつい運動不足に陥りがちな子供たちにとってありがたい機会であると

保護者からも歓迎され、それ以来ずっとコーチ兼監督として、月2回のサッカー教室と月１回の登山教室を続けら

れています。その貢献を称え、2006年6月には大使表彰を授与されました。 

　また、「サッカー・登山がやりたい方」が対象ですので、これまでも日本人学校の生徒のみならず、先生、生徒

の保護者、兄弟、友人、卒業生、企業の駐在員、研修生など、たくさんの方々が参加されてきました。 

　PTA活動方針にも明記されている通り、このサッカー教室・登山教室はPTA活動の一部ではありませんが、

PTAでは積極的な後援を続けています。 

 

〇開催日：主に土曜日（日時の詳細は書記配信にて都度案内） 

〇開催場所：サッカー…日本人学校グラウンド 

　　　　　　登山…主にサン・カルロス・デ・アポキンド自然公園（年度始めに往復２時間 

　　　　　　　　　の麓歩きコースからはじめ、年度終わりに往復７時間かけてアポキンド 

　　　　　　　　　の滝を目指します。） 

〇指導者：藤尾明憲さん 

〇対象者：日本人学校の児童生徒・保護者に限らず、サッカーや登山に興味のある方 

〇運営方法：各保護者の自由意志および責任に基づいて運営、実施しております。 

　　　　　　会費、入会申請書は必要ありません。（ただし、登山教室は事前のお申し込み 

　　　　　　が必要です。また、入山料がかかります。） 

〇留意事項：（１）運動に適した服装・靴でご参加ください。 

　　　　　　 （２）送迎ならびに練習中の怪我、事故等は全て保護者の責任で対応願います。 

　　　　　　　　　（登山教室は保護者の同伴必須。サッカー教室は保護者が送迎の上、開催 

　　　　　　　　　中は学校敷地内にて待機願います。） 

　　　　　　 （３）天候不順等により中止する場合は、書記配信もしくはメールにて 

　　　　　　　　　ご連絡します。 

〇お問い合わせ先：2020年度連絡係　奥直樹さん（noku@ppcu.cl） 

 

※※　今年度も多くの方の参加を募集します　※※ 

　保護者の皆さまの中には心得のある方も多くおられることと思います。コーチのお手い、子供たちの練習台

役、また子供たちとのふれあいの場として、日頃の運動不足解消も兼ねて、ぜひご参加頂きますよう、よろしくお

願いします。 
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Invitación a Clase de Fútbol y Trekking de Sr. Fujio 

 

El Sr. Fujio empezó a enseñar a los niños el fútbol en forma gratuíta el año 1990 cuando tenía a su hijo mayor                                             

como alumno en el Colegio Japonés. Esta iniciativa fue considerada por los apoderados como una oportunidad                               

adecuada para aquellos niños que suelen estar faltos de ejercicio viviendo en Santiago. Desde entonces, el Sr.                                 

Fujio ha venido realizando dos veces al mes la clase de fútbol y una vez al mes la clase de trekking como                                           

instructor y entrenador. Su contribución significó recibir una condecoración en Junio de 2006 de parte del                               

embajador del Japón en Chile. 

Esta clase acepta todas aquellas personas que quieran practicar el fútbol o trekking, por lo que han                                 

participado hasta ahora los alumnos de Colegio Japonés, los profesores, los apoderados, los hermanos, los                             

egresados, los funcionarios y los aprendices de las empresas. 

Como indica el concepto de actividades de PTA, esta clase no forma parte de las actividades de PTA. Sin                                     

embargo, la apoyamos activamente. 

 

Fecha : Sábado(Confirmado por el correo de PTA sobre fecha y hora.) 

Lugar : fútbol : En la cancha de Colegio Japonés. 

            trekking : Parque Natural San Carlos de Apoquindo(Primer trekking del año  

　　　　　　　　　  dura 2 horas, lo último hacia Salto de Apoquindo dura 7 horas.)  

Instructor & Entrenador : Sr. Akinori Fujio 

Partipantes : Los que quieran practicar fútbol o trekking 

Manejo / Realización : Las clases se realizan bajo la voluntad y la responsabilidad  

                                    de cada Apoderado de manera que no es necesario pagar  

                                    cuota, ni presentar solicitud.(Clase de trekking se necesitan 

　　　　　　　　　　　　　la solicitud de participación con anticipación y el pago de la  

　　　　　　　　　　　　　tarifa de entrada en el día de trekking.) 

Notas : (1)Vestirse adecuadamente para los ejercicios. 

 (2) Es de los apoderados la responsabilidad en caso de lesión o accidente  

      durante el recorrido entre su casa y el destino, y también en la  

      práctica. (El trekking debe ir acompañado de apoderados.Durante la 

      práctica del fútbol,favor aguardarse dentro del colegio.) 

 (3)En caso de cancelación de clase,se le notificará por e-mail. 

Contacto : Coordinador de año 2020 : Sr.Naoki Oku（noku@ppcu.cl） 

 

 

**Esperamos participen muchas personas este año** 

Suponemos que puede haber muchas personas con experiencia de fútbol o trekking dentro de los apoderados.                               

Los invitamos participen como ayudantes del entrenador o compañeros de práctica lo cual les servirá para                               

estar en contacto con los niños y solucionar el problema de falta de ejercicio. 
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添付資料７ 
 

　海外学校傷害保険について 

 

 

この保険は、日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設等に学ぶ幼稚部から高等部までの在校生と教職員
が、｢学校管理下｣において、急激かつ偶然な外来の傷害事故に遭遇した場合に補償が可能な、学校単位で加
入の保険です。 

 

本校におきましては、＜基本プラン、総合補償タイプのタイプⅢ＞に加入しております。 

 

保険
金額 

死亡後遺障害  ７５０万円 

入院保険期間（１日につき）  ３，０００円 

通院保険期間（１日につき）  ２，０００円 

 

詳細につきましては、該当事案が発生した場合に学校よりご連絡いたします。 

※学校管理下での傷害事故に遭遇し、後日ご家庭の判断で通院・入院をされた場合には保護者の方より学校
へ連絡してください。　 
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添付資料８　日本文化教育財団　 
 

（１）学校運営の構成 

①　学　校　名 サンチャゴ日本人学校 

②　学校所在地 El Tranque 12730, Lo Barnechea, Santiago Chile 

(La Dehesa 1340) 

TEL  2-2378-5499 

URL:http://www.iejapones.cl 

E-mail: contacto@iejapones.cl 

③　設　置　者 日本文化教育財団　Fundacion Cultural y Educacional Japonesa 

④　運営の主体 日本文化教育財団理事会 

⑤　学校設立年月日 １９８２年（昭和５７年）４月２０日 

 ⑥　学校設立の目的 サンチャゴ市内に在留する邦人子女のために日本の小学校及び中学校と同等の内容の授

業を行うことを目的とする。日本の文部科学省から小学校及び中学校の課程と　　同等の

課程を有する在外教育施設の認定を受けており、本校卒業生は日本の小・中学校卒業者と

同じ資格を有する。 

⑦ 日本文化教育財団理事会構成員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年5月１日現在） 

理事長  宮田　泰裕　（伊藤忠チリ会社）  PTA・教務・広報  山田　恒一　（住友ゴムラテンアメリカ） 

第一副理事長  大纒　　匡　（智利三菱商事会社）  文書・法務  浅野　雅史　（チリ三井物産（有）） 

第二副理事長 
志村　正弘 
（三菱ＵＦＪ銀行サンチャゴ出張所） 

文書・法務  坂本　茂樹　（ＪＸ金属チリ） 

財務 
服部みどり　 
（Honda Motor de Chile S.A.） 

設備  有坂　智明　（NHフーズ・チリ） 

PTA・教務・広報  瀧口　俊治（チリ川崎汽船会社（有））  設備  酒井　直登　（チリ住友商事会社） 

⑧ 日本文化教育財団事務局 

事務局長  小野　耕一  事務局長補佐  カルラ　カサスコルデロ 

 

（２）施設     敷地面積　　　8,265.00 ㎡　　　　 　校舎延面積　　1,230.33 ㎡ 

            　　 普通教室    　　９ 室            特別教室      ５ 室 

             　　講堂兼音楽室   155.52 ㎡     運動場面積   2,975.00 ㎡ 

            　　 校舎の構造　ブロック，平屋        暖房施設      有り 

 

（３）　在籍児童生徒数               　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年5月１日現在） 

学年  小１  小２  小３  小４  小５  小６  小計  中１  中２  中３  中計  総計 

人数  ３  ５  ８  2  3  ３  ２４  ３  2  1  ６  3０ 

 

（４）　保護者負担経費等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年5月１日現在） 

入　　　学　　　金 
211,580 PESOS 

授　　　業　　（月額）  16.8ＵＦ（480,440 PESOS） 

ス　ク　ー　ル　バ　ス（月額）  142,500 PESOS 
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添付資料９　本校の教育 
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添付資料10 
 
サンチャゴ日本人学校児童生徒名簿（令和２年度） 

 

学年  No.  氏　　名  ふりがな  性　名  性別  保護者名 

中3  1  更谷　治紀  さらたに  はるき  SARATANI  HARUKI  男  洋平 

中2 

 

2  有坂　美春  ありさか  みはる  ARISAKA  MIHARU  女  智明 

3  西村　真  にしむら  しん  NISHIMURA  SHIN  男  智 

中1 

 

4  齋藤　彩来  さいとう  さいら  SAITO  SAIRA  女  淳 

5  更谷　友紀  さらたに  ゆうき  SARATANI  YUKI  男  洋平 

6  長島　悠人  ながしま  ゆうと  NAGASHIMA  YUTO  男  渉 

小6 

 

7  高篠　美咲  たかしの  みさき  TAKASHINO  MISAKI  女  佑一 

8  三浦　明日香  みうら  あすか  MIURA  ASUKA  女  和彦 

9  山田　華凜  やまだ  かりん  YAMADA  KARIN  女  恒一 

小5 

 

10  後藤　壮太朗  ごとう  そうたろう  GOTO  SOTARO  男  正吾 

11  佐藤　柚希  さとう  ゆずき  SATO  YUZUKI  女  光司 

12  中谷　克己  なかたに  かつみ  NAKATANI  KATSUMI  男  大輔 

小4 

 

13  河野　暁介  こうの  きょうすけ  KONO  KYOSUKE  男  一起 

14  古川　耕太郎  ふるかわ  こうたろう  FURUKAWA  KOTARO  男  和彦 

 

 

 

小3 

 

 

 

 

15  奥　直日登  おく  なおひと  OKU  NAOHITO  男  直樹 

16  高篠　琴美  たかしの  ことみ  TAKASHINO  KOTOMI  女  佑一 

17  多和田　孝太  たわだ  こうた  TAWADA  KOTA  男  智 

18  長島　理咲  ながしま  りさ  NAGASHIMA  RISA  女  渉 

19  藤原　永茉  ふじわら  えま  FUJIWARA  EMA  女  崇行 

20  三浦　雄悟  みうら  ゆうご  MIURA  YUGO  男  和彦 

21  毛利  恒太  もうり  こうた  MORI  KOTA  男  亮太 

22  山本　康太  やまもと  こうた  YAMAMOTO  KOTA  男  剛史 

 

小2 

 

 

23  河野　竣介  こうの  しゅんすけ  KONO  SYUNSUKE  男  一起 

24  後藤　璃子  ごとう  りこ  GOTO  RIKO  女  正吾 

25  中谷　優花  なかたに  ゆうか  NAKATANI  YUKA  女  大輔 

26  保坂　仁太  ほさか  じんた  HOSAKA  JINTA  男  浩二 

27  山田　明凜  やまだ  あかり  YAMADA  AKARI  女  恒一 

小1 

 

28  岡﨑　彩那  おかざき  あやな  OKAZAKI  AYANA  女  義民 

29  金井　采音  かない  ことね  KANAI  KOTONE  女  教博 

30  増田　岬  ますだ  みさき  MASUDA  MISAKI  男  尚樹 
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添付資料11 
 
年間総授業時数表 
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添付資料12 
教職員一覧　 

氏　　　名 職　名 学年 校　務　分　掌　・　担　当　教　科 出 身 地 

大根田　裕一 校　長  社（小３，小４，小５）　理（小４） 栃　木 

佐々木　明美 教　諭 小４ 教務主任 
算（小４）外（小３・４，小５・６）　英（中全） 群　馬 

金井　教博 教　諭 小２ 生活指導 
国（小２）　算（小２）　音（全学年） 長　野 

長島　　渉 教　諭 小６ 進路指導 
算（小６）　理（小５，小６，中） 静　岡 

松本　陽子 教　諭 小３ 

保健指導　国(小３）　書(小３～６）　算(小３）　 
理(小３） 
体(小３･４）　道(小３･４）　総(小３･４）　家(小５･ 
６，中） 

東　京 

毛利　亮太 教　諭 中2･3 特別活動 
国（小４）　社（小６，中）　道（中全）　技（中全） 長　野 

勝　　千鶴 教　諭 小５ 
副教務主任　 
算（小５）　数（中全）　道（小５・６）　総（小５・ 
６） 

神奈川 

西田　暁弘 教　諭 小１ 
学習指導　体育主任　　 
国（小１）　算（小１）　生（小１・２）　体（小１・ 
２）道（小１・２） 

大　阪 

門田　明浩 教　諭 中１ 安全指導 
国（小５，小６，中全）　体（小５・６・中） 大　阪 

ハビエラ・ 
ディアス 講　師  図（小全）　美（中全）　スペイン語 チ　リ 

コンスタンサ・ 
セラノ 講　師  スペイン語　英会話 チ　リ 

マルタ・ケサダ 講　師  スペイン語　英会話 チ　リ 

小野　耕一 事務局長   福　岡 

カルラ・ 
カサスコ ルデロ 

事務局長 
補佐   チ　リ 

カミラ・亘 秘　書   チ　リ 

アドリアン・ 
エスピノサ 用務員   チ　リ 

フリオ・コロニア 用務員   ペルー 
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