
受付日
投函場

所
ご意見 ことでんからの回答

5/16 メール

毎日琴電で通勤してますが、クーラーが効き過ぎて、寒くて寒くて風邪を引きそうです!この時期からこの温度?てくらい
寒いです。瓦町発車する前からガンガンにかかってますが、電気代ももったいないし、体にも悪いです!つけたり、消した
りが面倒なんだと思いますが、こちらの体調も考えてほしいです!皆さん風向き見ながら移動されてますよ!早く改善して
下さい!!!

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。 車内の温度管理につきましては、時期的にも調整が非常に難しく苦
慮しているところであります。乗務員には、必要に応じて冷房スイッチの「入」・「切」操作を行うとともに温度計だけに頼
らず、客室に入りお伺いするなど車内の状況に応じ適切な車内温度の管理に努めるよう、指導しております。 なお、車
内が暑い時や寒い時にはご遠慮なく乗務員にお申し付け下さい。

5/16 メール
来年、再来年でレトロ電車が引退しますが、普段走っている電車も新車に置き換えてほしいです。今走っている電車は
京王、京急、名古屋市営で活躍していた車両で、かなり長く走っています。老朽化も目立ってきています。揺れも激しい
です。早く新車に置き換えてほしいです。

車両の導入計画につきましては、現在のところ未定ですが、今後の車両導入時の参考にさせていただきます。

5/16 メール
この前○○という奴が電車内の椅子に立って飛んでいました。土足のまま立っており車内が臭かったです。車掌さんも
見ていたのですが注意していませんでした。車内環境に協力してほしいです。また「電車のマナーを守るように」の案内
やポスターを貼ってほしいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、「さぬき弁のマナー講座」をはじめとする
ポスターの掲示や、乗務員の車内放送等で乗車マナー向上のお願いに取り組んでおり、今後も継続した啓発に努めて
まいります。なお、迷惑行為を発見された場合には、お近くの乗務員又は駅スタッフまでお申し付け下さい。

5/16 メール

先日、東京から妻と孫が香川県にレオマワールドに車で行っておりました。途中電車好きの孫が京急の赤い電車を見
つけたので、滝宮駅まで見に行ったそうです。そこで停まっていた赤い電車を見ていたら、担当の乗務員さんが自分の
制帽を孫に被らせてくれ、赤い電車をバックに写真を取らせてくれました。孫は大喜びしたそうです。また妻は、ことでん
でSuicaが使えることにも喜んでいました。ことでんさん頑張っていますね。ご対応ありがとうございました。

温かいお言葉ありがとうございます。 お申し出内容を本人に伝えたところ、「お言葉を励みに、今後もご利用になられる
お客様の目線に立ったサービスの提供に努めてまいります」と大変喜んでおりました。今後も社員一人一人がお客様
に満足していただけるサービスの提供に努めてまいります。

5/17 メール
以前乗ったときラッシュでかなり混んでいました。乗務員室扉の前が空いていたので、そこに立ったら「立つな、消えろ、
きっしょい」と言われかなりムカつきました。二度と乗りたくありません。車掌は○○です。言葉には気をつけてください。

ご不快な思いをおかけし申し訳ございません。当該乗務員には、お客様のご意見を伝え、厳重に注意指導を行ないま
した。今回のご指摘を真摯に受け止め、今後も全乗務員を対象とした社員教育を継続して行い、お客様への言葉遣い
や接客態度を含めた、サービスレベルの向上を図ってまいります。

5/17 メール
街を走っている電車が、なぜ趣味が悪い色合いの子供じみた広告で塗り固められているのでしょうか?瀬戸内芸術祭を
開催するような四国なら、もっと芸術的な電車を走らせるべきです。汚らしい電車は街の景観を汚し、そこに住む住民の
質をも貶めます。もっと知的に優れた地方都市にするべきです。

ご意見ありがとうございます。ラッピング広告電車は、需要の多い広告媒体の一つであり積極的に承っております。弊
社社内基準に沿ってデザイン審査をクリアした広告のみ実施しております。ご理解くださいますよう、お願い申し上げま
す。

5/17 瓦町

こんにちは。ことでんにおいて身体・知的障がい者同様、精神障がい者にも運賃割引することを前向きに検討して下さ
るようお願いします。精神障がい者の平均年齢は50歳に近いため、精神科への通院や作業所への通所のために、親
が送り迎えしようにも高齢のため困難のｹｰｽが多いのです。よって、精神障がい者は自分達の主観では、高いことでん
運賃（健常者には適切な値段かもしれませんが・・・・）を払って、通院・通所せねばならない場合も多くあります。ことで
んさんが大変なのはよく分かりますが、収入の非常に少ない精神障がい者のことも忘れないで下さい。

ご意見ありがとうございます。精神障がい者割引をはじめとする新たな割引制度の導入につきましては、国の福祉施策
の一環として行政が主体となり行うべきと考えており、現在のところ当社単独で実施する予定はございません。何卒、ご
理解賜りますようお願いいたします。

5/17 メール
レトロ車両の廃車をニュースで知り、非常に残念な気持ちです。レトロ車両は香川・高松の宝です。また近代化産業遺
産に登録されている車両なので自社または行政などと協力し保存の方向で考え直していただきたい。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車以外の他の車両も老朽化しており、限られた人員と修繕費で一般車両の保守
を優先せざるを得ないこと、車庫のある仏生山駅周辺の複線化計画が進んでいるため、車庫にレトロ車両を保管する
スペースの確保が難しいことから、廃車や解体を計画しており、非常に残念なことと思っています。300号以外のレトロ
電車3両は、静態保存を条件に譲渡を目指して粘り強く問い合わせをしていただいた方と交渉をしてまいります。

5/17 メール

一昨日、家に帰宅してワイヤレスイヤホンの片方がないことに気がつきました。駅周辺を探しに行ったけれど見つから
ず、次の日に琴電の忘れ物センターに駄目もとで問い合わせてみました。問い合わせをしてみると忘れ物の中にそれ
らしいのがあるとのことで夕方最寄の駅(高田)で確認した所、なくした左耳のイヤホンでした。忘れ物センターに届けて
くれていて本当に助かりました。ありがとうございました。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みとなります。今後も社員一人ひとりがお客様に満足していただ
けるよう努めてまいります。

5/20
琴電琴

平
なんと、行き方を聞くと、ひざを折って対応して下さった。

ご乗車ありがとうございます。これからも当該係員に限らず、社員一同、お客さま目線の接客と安全運行に努めてまい
ります。

5/20 瓦町

600形の運用について長尾線の朝ラッシュ時は、大型車2両でも足りない状態となっています。そこで琴平線の600形を
1編成長尾線に転属し、800形みたいな形にして、朝ラッシュ時は600形3連で運行するのが良いと思います。明らかに
大型車2連より長いし、しかも全てのホームで小型車3連は入ると思うので、効率的な事を考えるとそちらの方がいいと
思います。また、余った琴平線の600形は志度線に投入し、代わりに大型車4両を京急あたりから譲渡して貰う方がいい
と思います。正直言って、琴平線に600形は必要ないと思います。

長尾線を3両編成で運行するためには、車両やホームの長さを延長することが必要となりますが、車両の導入費用や
駅施設の大幅な改修が必要となってしまうため、現在のところ計画はございません。今後の車両更新時に長尾線車両
の大型化等を検討してまいります。

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2019年5月16日～31日までにいただいたご意見にお答えさせていただきます。



5/20 メール

琴平線複線工事の件でお願いです。隣の空き土地が、本工事の資材置き場として利用されています。現在、我家の外
塀よりも高い砂利の山が積まれ、その上に重機が止められており、危険な気がしています。土地が低いので、土を盛っ
ての作業場にしてるようですが、塀のすぐ向こうに、砂利山と重機が高くあり、見下ろされた感じになっています。また、
日中も至近距離で、重機で砂利をトラックに積み込む作業が繰り返され、音と埃に悩まされています。洗濯物は干せな
い状況です。公共の交通機関の工事と理解していますが、防壁を立てていただくとか、もう少し離れたところで作業して
いただくことはできないでしょうか。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。作業方法等に関し、近隣住民のみなさまに配慮した施工をするよう工事業者
に注意指導いたしました。今後も、複線化の工事は続きますが、安心・安全を心がけ工事の施工を進めてまいります。

5/20 メール

本日 瓦町駅へ子供の定期の更新に行きましたが 定期が切れる2週間前より1日早かったため 更新できませんでした。
その事を調べていなかった こちらも悪いのですが、窓口で対応してくださった方の対応が 上から目線で とても冷たく
詳しい説明もされず 不愉快でした。詳しい説明をする時間が惜しいのであれば、貼り紙など しておけば良いと思いま
す。勤めていらっしゃる方は 知っていて当然の事かもしれませんが こちらからすれば 知らないことの方が多いので
もっと詳しく説明してほしかったです。たまたまかも知れませんが 対応の良い人に当たったことがありません。毎回 こ
んな感じだと思うと 窓口へ行くのが嫌になります。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。 お客様からの申し出内容を真摯に受け止め、係員の言葉遣いや接
客姿勢を中心に、常にお客様の立場に立ったサービスの提供が出来るよう、継続した社員教育に取り組んでまいりま
す。

5/20 メール
高田駅の待合室の下水?みたいのがありますが、そこのコンクリートが汚れています。あと、誰かの煙草の殻があるの
でそこも掃除してください!汚すぎます。そんな事が出来ないんですか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様の申し出を受け、直ちに当該箇所の点検・清掃を行いました。
今後も適時、点検や清掃等を行い駅施設の美化に努めてまいります。

5/21 メール
長尾線、元山駅から今日大量の小学生が乗ってきてうるさくて寝れなかった。すごい人数なのに電車を使わないでほし
い。瓦町着9時すぎの電車に小学生を乗せないで欲しい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。学校行事等により団体でご利用いただく場合がございます。団体受付
の際には、時間帯を考慮するほか、分散してご利用いただくよう努めております。また、乗車マナーにつきましても学校
の代表者と連携し他のお客様にご迷惑をおかけしないようお願いしてまいりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしく
お願いいたします。

5/21 一宮
仏生山～一宮複線化すると複線スペースに入る人がいなくなる。あとはダイヤが早くなる。ＪＲ四国がトキワ街にマン
ションを建てるので、瓦町フラッグにＪＲ四国のお店が入ればいいです。

ご意見ありがとうございます。お申し出区間の複線化は多額の費用を要するため当社単独での実施は困難です。ご理
解下さい。また瓦町ＦＬＡＧの店舗につきましては、今後の参考とさせていただきます。

5/22 片原町 社員の私服勤務を認めてはどうか。ワイシャツ姿は暑そうに見える。
ご意見ありがとうございます。弊社では就業規則・被服規程により、制服の着用について定めております。ご提案いた
だきました私服での勤務を認める考えはありません。また、6月1日からは、夏用の開襟シャツとなっており、お客様にも
涼しそうに感じて頂けるものと思います。今後もことでんのご利用のほど、よろしくお願いいたします。

5/22 仏生山

5/20　18：37分発の電車に乗るため栗林公園駅の狭くなった方のホームの壁側に立っていましたが、進入してきた電車
が短く警笛を鳴らしました。その為、私の耳がしばらく痛みました。私は白線の内側の、しかも壁側に立っていました。な
のになぜ鳴らしたのでしょうか。嫌がらせでしょうか。私は本を読んでいましたので不意打ちの状態となり、耳に警笛が
つんできました。私に非はありません。何故鳴らしたのかご回答ください。（お客様の声として貼り出して下さい。）

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では、事故防止を目的に警笛を使用する場合がございます。お
申し出の当該列車を確認したところ、栗林公園駅に入駅する際、ホーム白線の外側にいる男性のお客様を発見した
為、注意を促しておりました。ご理解下さい。

5/23 メール

いつも安全運転ありがとうございます。毎日琴平線と志度線で通勤しています。琴平線に比べて志度線は乗車人数も
少ないとは思うのですが、もう少し乗り継ぎがスムーズにいくように時間を組んでいただけないでしょうか。特に夜は乗り
継ぎ時間が1分程度しかない時もあり、それを逃すと20分程度外で待つことになります。(琴平線から志度線の乗り換え
は多少距離があるため、せめて3分程度はほしいです)特に冬場は寒風が吹く中で待つことになるため、とても辛いで
す。3路線の連携を考えたうえで時刻表の作成を検討していただければ幸いです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お客様にわかりやすいよう琴平線は30分間隔、志度線は20分間隔のパター
ンダイヤを採用している為、全ての電車を接続することは困難です。接続の改善には、行き違い設備等の大規模な改
修が必要となり、多額の費用を要する為、直ちに行うことは困難ですが、ご利用状況の時間帯等を考慮して、接続の改
善には可能な限り努めてまいります。ご理解下さい。

5/24 メール 質問です。規則？放送の際にドアを開けるのはなぜ？琴電琴平線・琴電長尾線
ご意見ありがとうございます。車内放送は、運行前に機器点検を行うほか、電車が発車した後にドアを開け、走行中の
音量等を確認するよう指導しています。今後も、聞き取りやすい放送案内が出来るよう取り組んでまいります。

5/24 メール 質問です。ことでんのLINEスタンプがあるのに、公式LINEが無いのはなぜ?
ご質問ありがとうございます。ご存知のとおり、ＬＩＮＥスタンプは現在第３弾まで発売中ですが、公式ＬＩＮＥはございませ
ん。ご意見は今後の参考にさせていただきます。

5/24 メール 質問です。京急電鉄の会社にこだわりがあるのはどうして?
ご質問ありがとうございます。京急電鉄にこだわりはありませんが、ことでんと京急とは、軌間が1435mm（標準軌）で、
動力に電気（直流1500V）を使用しているところが同じで、古くから京急から車両を譲渡していただいていた経緯がある
ため、現在の車両構成のように京急の車両が多くなっています。

5/24
高松築

港

5/23　8：15頃利用　瓦町駅の有人改札の出口側にいた○○とかって駅員、自分が通っ時に無言でした。事務室側にい
た女性駅員は無言ではなかったのに・・・。ことでんの駅員さんや車掌さんの一部は最近質が低下しているような気
が・・・。岡山の大手バス会社のグループにグループ入りして再建て直した方がいいのでは・・・？乗りに来てそんした。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該社員には、接遇態度等について厳重に注意指導いたしました。
今後も言葉遣いや接客姿勢を中心に常にお客様の立場に立ったサービスの提供が出来るよう継続した社員教育に努
めてまいります。

5/24 メール
琴電のレトロ電車についてですが、クラウドファンディングなどで、募金を募り、その資本で静態保存先を探すということ
はしないのでしょうか？また、近代化産業遺産を解体処分することはできるのでしょうか？

弊社でクラウドファンディングなどによる静態保存の譲渡先を募ることは考えておりません。現在、静態保存に向け引取
先を募集しております。また、近代化産業遺産の解体処分についても所定の手続きを行うことで問題はありません。



5/27 メール

高校生の息子が通学で利用しています。5/24本日、栗熊発10:26に乗るつもりでしたが、電車がなかなか来なかったと
のこと。しばらくして、アナウンスがあって、遅延がわかったとのこと。(1)ホームページでその事実の詳細記載がないの
はなぜでしょうか？学校側に理由を説明する際や利用していない親も記載があれば、後からでもすぐに納得できると思
うのですが。(2)今回初めて、このホームページに運行状況を確認できることを知りましたが、今朝の遅延は、遅延する
ことになって、何分後にこのサイトで知ることができたのでしょうか？また、アナウンスは何分後にあったのでしょうか？
(3)滝宮からなら乗れるということで、子どもをまた栗熊から車で送って行きましたが、臨時便を出したのでしょうか？不
測の事態で、遅延や運休等は理解できますが、大事な試験や大事な試合や大事な商談等遅刻できないこともあります
ので、そういった時に、利用者が素早い対応がとれるようにして頂きたいと思います。ライン、ツイッター等のSNSですぐ
に通知ができる時代です。

5月24日10:49頃に滝宮駅～羽床駅間の沿線火災が発生し、消防局から運転規制の要請があり、運転見合わせとなり
ました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。要請を受け栗熊駅10:56発の便が岡田駅～仏生山駅間で部分運休と
なり、弊社のホームページには、11:00から情報提供をさせていただきました。また各駅へは、一斉放送装置で5分毎に
運行情報をご案内いたしました。あわせて部分運休の区間につきましてもタクシーによる代替輸送を手配いたしまし
た。今後も速やかな情報提供と安定輸送に取り組んでまいります。

5/27 メール ○○って人の態度が悪すぎる。朝から不愉快な気分になりました。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には、乗務中の執務態度を中心に注意指導致しました。今
回のご意見を真摯に受け止め、今後もお客様が快適にご利用いただけるよう、サービスの向上に取り組んで参ります。

5/27 メール

いま片原町の駅で、イルカカードの定期券から一般のカードに移行しようとしたら、駅員があの用紙この用紙と言うの
で、書いていたが、乗る電車に乗り遅れるので、次に手続きすると一旦やめて構内に入ったら、遮断機が降りていて無
理と言われ大事な用事に乗り遅れてしまった。駅員の不手際なのに納得いかない。こちらは余裕を持って行ったのにイ
ルカカードについての知識が駅員に足りない。他の駅員は知らん顔！さらに一掃の教育、周知、徹底をお願いしたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員には、お客様の立場に立ち丁寧な対応を行うよう注意指導
いたしました。今後も社員一人一人が、お客様に満足していただけるよう社員教育に取り組んでまいります。

5/27 メール
どの点かわざわざ指摘はしませんが、貴社は社員に対してどのような教育をされているのでしょうか。全てにおいてレ
ベルが低すぎます。一度や二度ならず、腹が立った事は数えきれません。お客様は神様とはいいませんが、少しぐらい
は感謝の気持ちをもって業務をおこなってもよいのではないでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。 お客様からの申し出内容を真摯に受け止め、係員の言葉遣いや接
客姿勢を中心に、常にお客様の立場に立ったサービスの提供が出来るよう、継続した社員教育に取り組んでまいりま
す。

5/27 メール 関東・関西の鉄道会社でIruCaが使える会社は在りますか?
ご意見ありがとうございます。IruCaはことでん以外の鉄道会社では使用することが出来ません。また、他の鉄道会社で
使用するためには、システム改修に多額の費用が発生するため、現在のところ予定はありません。

5/27 瓦町
・時刻を増やしてほしい（ダイヤ改正）
・金曜日の21：35分のに乗るんですけど、おじさんばっかりで、たまにいっぱいのときもあるから、車両をふやしてほし
い。

ご不便をおかけして申し訳ございません。ダイヤ・車両数については利用状況に合わせて設定しております。お客様に
は、乗車マナーをお守りいただきながら、みなさまが快適にご乗車いただきますようお願いしてまいります。ご意見は、
今後のダイヤ改正時の参考とさせていただきます。

5/27
高松築

港

前略
高松琴平電鉄にごしつもんさせていただきます。
①2005年平成17年6月1050,1053,1060各系形元阪神車両所属のジェットカ―が全廃止になりましたが、今阪神普通
5000系形が、今でも走っていますが、もしその阪神普通5000系形が阪神線から引退した場合には、またコトデンに譲渡
しては、いかがですか。もし譲渡した場合には、阪神タイガースラッピング列車を走らせ、香川県民にも阪神タイガース
を宣伝して熱い声援を送って、コトデン利用客を増加して下さいますようどうかよろしくお願いします。高知県土佐くろし
お鉄道も阪神タイガースラッピング電車を走らせて、利用客増加をいたし大成功いたしましたので、一日も早い実現をし
て下さいますよう、どうかよろしくお願いします。四国地方経済効果にもなりますのでよろしくお願いします。
②レトロ列車にアテンダント添乗員を乗車して讃岐うどん県香川県コトデン沿線案内をしては、いかがですか。
③踏切にある赤く点灯しているものと、×の表示はなんですか。
④コトデン琴平線に新駅できるのですか。
⑤IruCaカードは、ＪＲ四国、土佐電交通、伊予鉄道、ジャンボフェリー、南海フェリー、コトデンバス、コトデンタクシーに
も導入して使用してはいかがですか。
⑥東南海地震、瀬戸内海中部地震が発生した場合、どのような対策をするのですか。
⑦12月31日～1月1日にかけて深夜ダイヤを0～5まで1時間毎に全路線を運行しては、どうですか。
⑧コトデンダイヤ改正で急行及び特急を運行しては、いかがですか。
⑨今現在ラッピング車両は、114銀行、京急車両がありますが、香川県内全企業会社ラッピング車両を走らせ電車のほ
かバス、タクシーにもラッピング車両導入してはいかがですか。
高松琴平電鉄のごしつもんは、以上でございます。

ご意見ありがとうございます。現在のところ車両の導入計画は未定です。レトロ列車のアテンダント添乗員につきまして
も考えておりません。踏切に設置しているのは、踏切警報灯で列車の接近を視覚的に警告するためのものです。また、
×の表示は、踏切警標で踏切があることを通行者に知らせるものです。現在、三条駅と太田駅の間に新駅を設置する
予定です。IruCaの相互利用につきましては、IruCaが提供する独自サービスに関する会社間の調整や、それ相応のコ
スト負担等の課題が多々あり、現在のところ導入計画はございません。災害時には電車を停止させ、お客様を安全な
場所まで避難誘導させていただくほか、対応訓練等を実施しています。急行や特急などの運行には、大規模な施設の
改修等が必要となるため、考えておりません。ことでんバスでは、香川県内の企業からもラッピング広告を承っており運
行していますが、タクシーについては、今後の参考とさせていただきます。

5/27 メール
長尾駅を10:08発の電車の後ろ側の車掌さん、高田駅で目の前でドアを閉められて、乗りますといったのにダメですと言
われ、非常に不愉快でした。発車ギリギリで乗った私も悪いですが、理由をきちんといって欲しいし、何より無愛想なの
はどうかなと思います。とても不愉快でした。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員には、お客様のお申し出内容を伝え、接客態度について厳
重に注意指導を行いました。なお、駆け込み乗車は、非常に危険です。時間に余裕をもって駅にお越しくださいますよ
う、お願いいたします。

5/28 メール

5/24が更新期限であったので24日に運転免許証を示して更新してきました。次回の更新期限は11月23日です。(次回
更新日の案内メモは頂きました)期限の日にちが一日づつ前にづれてきます。見るとグリーンカードも同じようです。こ
れは補助金の関係で6ケ月ごと?以内?に確認することを義務付けしているからと推察します。半年ごとの確認は良いの
ですが同じ日にして欲しいです。半年ごとの○○日は更新の日だと覚え良いですよね。運用で出来ませんか? 議会の
承認などが必要なのですか？高齢者や障碍者に、もうひとつ優しい施策にして下さい。同じ日に成らない日もあります
が・・例えば、10月31日は次回は4月31日とは成らないので5月1日に、また、8月29～31日は3月1日に　など。もちろ
ん、更新日前に更新すればその日からの適用で良いのです。(自分の都合や覚え良い日を選べることはそれはそれで
良いのです)再度言いますが「半年ごとの○○日は更新の日」と覚え良いようにお願いします。

ご意見ありがとうございます。グリーン及びゴールドIruCaの更新日につきましては、定期乗車券と同様に更新された日
の６ヶ月後の同じ日付（「応当日」といいます。）の前日とさせていただいており、応当日がない場合は、当月の末日が
応当日になります。システムの変更には多額の費用が必要となるため、変更予定はございません。ご理解ください。な
お、更新の際には、次回の更新日をご案内させていただいているほか、改札機では各種IruCaの更新期限の２週間前
から更新のお知らせを表示しております。また、公的証明書をご提示いただければ、イルカ取扱窓口でいつでも更新い
ただけるほか、更新切れの場合でも同窓口にお申し付けいただければ、すぐに手続き行えます。今後もことでんのご利
用よろしくお願い致します。



5/28 メール

4/1～9/30までの定期を購入しています。転職のため6/1以降の定期を解約することになりました。本日、問い合わせし
たところ5/31まで電車を利用するなら5/30に解約をして5/31は切符を購入して電車に乗るようにとの説明を受けまし
た。5/31の解約なら1ヶ月分の料金が発生するので解約しても3ヶ月分のお金しか返戻されないとのこと。私の解釈が
間違えているのかもしれないのですが1ヶ月分の定期代を支払うのにどうして最終日の5/31は別途料金が発生するの
でしょうか？期限が迫っていますので早目の回答をお願いします。

当該係員に確認したところ、お客様の質問内容を十分に確認しないまま、間違ったご案内を差し上げていました。大変
申し訳ございません。当該係員には、厳重に注意指導いたしました。お客様からの申し出内容を真摯に受け止め、係
員の知識向上やサービスが提供できるよう継続した社員教育に努めてまいります。

5/29 メール
ICカードIruCaをスマホ決済に対応してほしい。キャッシュレス化が進む中で財布を持ち歩かない人も出てくる。全国でも
あまり事例のないことなので、ぜひことでんさんに先駆けてやってもらいたい。

IruCaのスマホ決済については、現在のところ導入の予定はございません。ことでん電車・バスでは、現在、Suicaなど全
国共通利用可能なICカードがご利用いただけます。他社様のサービスにはなりますが、モバイルSuica等もご利用いた
だけますので、ご活用ください。

5/29 メール

お忙しい所誠に恐れ要ります。さて電車またバスに関するお問い合わせをさせていただければ幸いです。現在の電車
の時刻表またバスの時刻表と路線図の方を可能であればで構いませんので、大変お手数をお掛け致します各一部ご
郵送お願いいただくことは可能でしょうか。また、年内頃に香川県を訪れる予定で考えておりますので、見なくなる電車
またバスの時刻表等の主な配布場所についても併せてお教えいただければ幸いです。以上どうぞ宜しくお願い致しま
す。

ご意見ありがとうございます。ことでん電車・バスの時刻表ですが、電車では、ことでん有人駅、またバスは高松駅バス
案内所・ことでん瓦町駅バス案内所にて時刻表を配布いたしておりますのでお気軽にお声かけください。

5/29 メール

意見要望ではありません。駅員さんの対応への感謝です。 歩き遍路をしていますが、郷里が香川という事もあり、土地
勘とスマホの利用で何とかなるとの思いがありましたが。いざ最寄り駅に着いてみるとどう行けば良いか悩むことに遭
遇します。無人駅が多く、駅を降りてから歩くルートを確認する事が難しくなっている事が多かったからです。 5月27日
午前一宮駅の駅員さん、28日午前潟元駅の駅員さん(同一人物でした!)に徒歩で一宮寺(これは簡単)・屋島寺への
ルートを親切に教えていただきました。登山地図も頂きました。 結構タイトなスケジュールでの歩き遍路でしたが、お陰
様で道に迷うことなく予定どうり巡拝する事が出来ました。 四国遍路では地元の人との交流の中で色々と気づかされ
学ぶことがありますが、この経験もその一つでした。なお、ついでですが、無人駅が多くなっているので、周辺の地図・
ルート・目印などのマップを掲示するなどしていただければ、県外者・海外からの旅行者には大変役立つと思いますの
でご検討を。

温かいお言葉ありがとうございます。今後もお客様から親しみをもって、ことでんをご利用いただけるよう、駅スタッフ一
同、サービスの向上に努めてまいります。

5/30 潟元

毎日通勤にて利用させて頂き日常に助かっております。最近思う事があり、一筆書かせてもらいます。3両編成での事
ですが、鉄での雨のしずくがおちてきて、運転席（2両＋1両）の間で、5月3日瓦町より自宅に向かう際、乗車した所、多
分県外から来られていた家族で、その子供さんが、運転席の場所に座っていたと思いきや、こと電車「汚れている」と大
声で言っているのを耳にして、これでは折角のコトデンさんも品位が下がると思い、どの車両、どの路線も4日に１度は
点検しているのでしたらその時に洗車機にかけたらいいかも・・・・他の乗客も気にはなっているはず。全車両、点検、洗
浄をお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。車両の洗車につきましては、4日に一度の検査の際に実施しています。
ご意見を真摯に受け止め、今後もお客様が快適にご乗車いただけるよう、きめ細やかな清掃・洗車に努めてまいりま
す。

5/30 瓦町

空港通り駅の駐輪場整備について。自転車の置場が大幅に不足している。特に線路の南側はひどく多くの自転車がや
むを得ずタクシー置場等にはみ出している。今後、増加が見込まれる。東側の空き地を譲り受けるなり、高架下の市の
交通政策課の所轄しているスペースを全面的に譲り受け整備することが、早急に必要と思われる。車の数台が占有し
ているのはもったいない。（民間にゆだねるべき）東の空き地は早く手を打たないと。市当局とも相談すべき。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申し出を受け調査したところ、南側駅入り口付近から道路までは、多くの自
転車が駐輪されていましたが、ホーム裏の駐輪場と東側駐輪場には、駐輪スペースがあったため、駐輪場を整備する
とともに関係機関に連絡致しました。今後もお客様が快適にご利用いただけるよう関係機関と連携して、定期的に自転
車整理・啓発活動を行い、駐輪マナーの向上に努めてまいります。

5/30 メール 6月29日に 高松にいきますが 京急100系 還暦号に乗りたいのですが、時刻などありますか 宜しくお願いします。

ご意見ありがとうございます。電車の運用につきましては、4日に1度の車両検査を基本として、ローテーションを組んで
運用していますが、整備の都合上、事前の公表は行なっておりません。ご理解下さい。なお、都合により運用が変更と
なる場合がございますが、運行日の前日又は当日に運転営業所087-831-6008までお問い合わせいただくとご案内さ
せていただきます。

5/30 メール

初めまして、こんにちは。長年職場が琴平で、ことちゃんの電車を見るたびに和ませていただいていました。先日長女
が生まれ「ことちゃん」と呼んでもらえるよう『琴〇』と名付けました。娘も3か月になり、ようやく外出もできるということで
琴電見に行こう!と主人と盛り上がっていたのですが、時間を問い合わせたところ3月から走っていないと!ことちゃんの電
車、ぜひ復活お待ちしています！！何ともいえないあの表情と一言が大好きです。

ご意見ありがとうございます。ことちゃんひやく号は2019年3月3日にさよならイベントを実施後、ファンの皆様に惜しまれ
つつ2019年3月6日に運行を終了いたしました。現在、新たに「ことちゃんひやく号」の運行は予定しておりませんが、ご
意見は今後の参考とさせていただきます。

5/30 メール

長尾線を利用しています。朝は凄く混んでいて、奥に詰めてくださいと、アナウンスが何度となく流れています。確かに
詰めて乗るのはマナーだと思いますが、一番混む時間帯は、3両にするとか、多くの人が座れる車両等改善されてはど
うでしょうか？琴平線、志度線は、3両の車両もあるのに、長尾線だけいつも2両ですよね！長尾方面もベッドタウンにな
り、いつも人が一杯です。

ご不便をおかけして申し訳ございません。長尾線を3両編成で運行するためには、車両の導入やホームの長さを延長
することが必要となりますが、車両の導入費用や駅施設の大幅な改修が必要となるため、現在のところ計画はござい
ません。何卒、事情ご賢察のうえ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

5/31 メール
綾川駅のトイレ前、駐輪場の街灯が2ヶ所、少し前から消えております。特にトイレの前が点いていないと気持ち悪いで
す。早急に改善して頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。お申し出を受け、当該駅の管理者である関係機関に連絡し、現地調査と修理を依頼し
て、6月8日に修理完了いたしました。今後も定期的に施設の点検を行い、お客さまが快適にご利用いただけるよう努め
てまいります。

5/31 メール

潟元駅の駐輪場のマナー違反の対策を！利用マナーが悪すぎる。駐輪場の入り口付近に詰め込みすぎて出入りがし
辛く危険。四電の通路の入り口(駐輪場禁止エリア)にも無理やり駐輪場するため出入りが狭くなっている。四電に迷惑
をかけているのでこのエリアの駐輪をなんとかすべき。また、近隣の百十四銀行の駐輪場も駅利用者が占拠し銀行利
用者が駐輪できない状況である。早急な対策をお願いしたい。

不快な思いをおかけして申し訳ございません。ご意見は駐輪場を管理する関係機関にお伝えいたしましたが、今後も関
係機関と連携し通行の妨げになっている自転車の整理を行ってまいります。


