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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、スクールバス委員（PTA役員）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。 

 

 新規利用開始、変更、取消のいずれの場合も、申請書はバス会社へ提出いただき、

バス会社およびスクール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。 

 

 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、委員は、ＰＴＡ役員が兼任しています。 

  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、かつ利用申請がバス会社およびスクー

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 

  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）は、バス会社から電子メールを通じて保護者に配布します。転出

入や住所変更等にともなう変更があった場合は、速やかにバス会社に連絡し、バス会社が新しいオラリオを

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

疑問点がありましたら、バス委員（PTA役員）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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日本人学校所在地：La Dehesa 1340, Lo Barnechea 

正門：El Tranque 12730, Lo Barnechea 

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。２０22年度のバス料金は、利用者（生徒・児童）１人あたり月

額5UF（請求金額は毎月28日のUFレートでペソ換算）です。ただし、同一年度内であっても、利用者数

の増減に応じたバス料金（契約書に記載）が適用されます。 

  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、月に1日でもバスを利用した場合、月額全額お支払いいただきます。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。 

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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３－２．料金の納入方法 

  スクールバス料金は、毎月５日までにバス会社指定の銀行口座にお支払いください。チリ銀行口座の開

設待ちなどの特別な事情を除き、原則まとめて納入することはできませんので予めご了承願います。 

４．バスの利用開始、変更および中止の申請 

 

スクールバスのサービスを受けるにあたり 「新規利用」「一時停止」「住所変更」「利用取消」の際は、 

保護者がバス会社へ直接メールにて申請する必要があります。                               

バス会社とのやり取りは基本的にスペイン語になります。 

 

     ・ バス会社 Schlott社： servicios@schlott.cl 

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、

バス会社へメールで提出してください。その際、以下メールアドレスをCCに追加お願いします。 

     ・日本文化教育財団：colegio@iejapones.cl 

  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、バス会社およびスクール

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．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」をバス会社へ提出してください。バス会社および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。 

４－3．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」をバス会社へ提出してください。 

４－4．当日限りの登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、例外的に登下校バス利用内容を変更する（バスを利用しない）場合（以下、カ

ンビオと呼びます）は、バス毎に設定してあるWhatsAppグループ内にてバス会社に連絡してください。 

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

mailto:colegio@iejapones.cl
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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．バス利用内容の変更 

  利用内容を変更する場合は、以下の対応をお願いします。 

5－１．登校バス 

  事前にWhatsAppグループに利用変更内容を連絡してください。ただし、緊急な事情により

WhatsAppグループ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。 

5－２．下校バス 

  事前にWhatsAppグループに利用変更内容を連絡してください。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や、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。 

  また、児童生徒の安全確保のために、利用申込書で登録のある保護者のみ児童生徒を引き取ることがで

きます。デパルトのコンセルへの引き取り、誰も引きとらず児童生徒をデパルトの入口で降ろす、という対応

はしていません。 

  登録のある保護者以外が日常的に引き取る場合は、事前にバス業者へ委任状をメールで作成し送信して

ください。（引き取り委任者の名前、RUTを必ず記載） 

この手続きなしに、バス運転手は引き渡しません。 

 

  緊急な事情により、保護者がどうしても引き取れない場合、保護者本人が速やかにバス運転手に直接電

話もしくはWhatsAppをし、調整を行ってください。保護者本人の承認がない限り、運転手は児童生徒を引

き渡しません。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。 

  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、サンチャゴ

日本人学校長あての委任状（様式－4）を提出する必要があります。 

6．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、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。 
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7．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。 

7－１．登下校時 

１)児童生徒の下校時、登校時は必ず申請時に登録した保護者がデパルトの入り口まで送迎してください。 

２）オラリオに記載してある到着予定時刻の ５分前までに必ず送迎地点で待機してください。 

  引 き 渡 し に 時 間 が か か っ て し ま う と 、 全 体 の オ ラ リ オ の 遅 延 に つ な が る だ け で は な く 、 

  チリの交通省で定められているスクールバスの運行時間のルール（児童生徒を乗せた１回の運行は６０

分以内でなくてはならない）を違反してしまう原因にもつながります。 

３）バス運転手は、 GPS機能を利用して、 WhatsAppグループ内でバスの位置を共有します。 

保護者はバスがどこにいるか、確認できます。 

４) バスが到着する５分前にバス運転手はWhatsAppで個々に保護者へ５分後に到着する旨を伝えます。 

保護者のデパルトの住所が大変近い場合は、その地域に住んでいる保護者まとめてお知らせします。 

５） ≪登校時の引き渡し≫ 

オラリオに記載してある到着予定時刻に乗車地点にいない場合は、運転手が保護者へ１回のみ電話、

1分間のみ待機しますが、それでも乗車地点にいない場合は、乗車しないとみなして次の地点に出発

します。 

その場合、保護者が直接運転手に連絡して、オラリオに記載してある他の保護者のデパルトの乗車時

間に間に合えば乗ることができます。できない場合は保護者の責任で、学校まで児童生徒を送迎して

ください。 

６） ≪下校時の引き渡し≫ 

 オラリオに記載してある到着予定時刻に保護者が降車地点にいない場合は、運転手が保護者へ１回

のみ電話、1分間のみ待機しますが、それでも降車地点にいない場合は、児童生徒をそのまま乗せて、

次のデパルトへ出発します。 

 その場合、保護者が直接運転手に連絡して、オラリオに記載してある他の保護者のデパルトの降車

時間に間に合えば引き渡しできます。 

 最後のデパルトへ児童生徒を送迎した後、１回のみ再度該当する児童生徒のデパルトへ送迎してく

れます。それでも保護者が児童生徒を受け取れない場合は、バス運転手は学校に連絡し、バスは児童

生徒を乗せて学校へ戻ります。 

 この場合、日直の先生が児童生徒と学校で待機するので、保護者の責任で、学校まで児童生徒を迎

えに来てください。また、通常のオラリオで児童生徒を受け取れなかった場合、距離に応じて追加料金

が発生する可能性がありますので、ご理解ください。 

７） 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。 
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８） 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。  

 

7－２．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。バス委員会では、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。遅延が

生じたその際は、WhatsAppグループ内にて遅延情報を即時に学校・保護者間で共有します。 

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。 

２）WhatsAppの利用方法 

・WhatsAppではバス毎にグループ分けしていますが、登下校時で異なるバスに乗車する場合もありま

すので、両方のグループに保護者のアカウントを登録します。 

（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） 

・当該グループへの投稿はバス運行状況、登下校のバス利用に関することのみでお願いします。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します。  

（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） 

8．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。 

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。 
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9．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) 

丹野 智大 領事 Sr.Tomohiro Tanno 

２－２２３２－１８０７～１８１１ 

携帯：9 4421 2548 

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) 

学校固定電話： ２ ２３７８ ５４９９ 

事務局長携帯： ９ ４２２５ ４３９０ 

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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１0．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、運転

手の契約電話から発生場所、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。 

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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１1．令和４年度（20２2年度）スクールバス委員会および担当教員名簿  

役    職 氏    名 連 絡 先 ( tel, e-mail ) 

委員長 

Jefe de la comisión del Comité 

増田 尚樹 

Sr. Naoki Masuda 

携帯：9-6903-9782 

nmasuda@maruchaninc.com 

委員 

Miembro de la comisión del Comité 

霜鳥 大介 

Sr.Daisuke Shimotori 

霜鳥 貴代美 

Sra.Kiyomi Shimotori 

携帯： 

9-4039-4841(Sr) 

frostbirdhome@gmail.com（Sr） 

kyyo21@hotmail.com（Sra） 

委員 

Miembro de la comisión del Comité 

竹村 俊介 

Sr.Shunsuke Takemura 

竹村 紗織 

Sra.Saori Takemura 

携帯： 

9-3446-9861(Sr) 

shunsuke.takemura.c3@smm-

g.com(Sr) 

s.s.9312.r@gmail.com（Sra） 

 

事務局長 

Secretario General del Comité 

松本 真梨子 

Sra.Mariko matsumoto 

事務所： 2-2378-5499 

m.matsumoto@iejapones.cl   

学校担当 

Encargado del colegio del Comité 

榎本 裕至 

Sr.Yuji Enomoto 

学校：2-2378-5499 

y.enomoto@iejapones.cl 
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 添付資料：申請様式（様式１～4） 


