
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

12/2 メール
12月○日(日)17時17分長尾行きの車掌についてご意見申し上げます。車内で切符を購入しようとした際、乗車前に一万円札が使えない旨
は聞いてなかったにもかかわらず、一万円札は使えないと高圧的な態度で接客されました。切符を渡す時も高圧的で、どのような社内教育
をされているのでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申し出内容を当該係員に伝え、接客時の表情や態度について厳重に注意指導を行いま
した。今回のご指摘を真摯に受け止め、今後も全乗務員に対して継続した教習等を行い、執務態度の向上を図ってまいります。

12/2 メール
琴電琴平線。夏はクーラー効かせるの早すぎて、冬は暖房効かせすぎで、設定温度何度にしてるんですか?????暖房足火傷しそうなほど
熱いんですけどどうにかなりませんか????

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車内の暖房装置は電熱器を使用しており、調整が非常に難しく苦慮しているのが現状
です。足元が熱くなった場合には、ご遠慮なく乗務員にお申し付け下さい。なお、季節の変わり目の冷暖房の時期につきましては、週間予
報等を参考に切り替えております。今後も車内の状況を確認しながら車内温度の管理に努めてまいります。

12/2 瓦町
12月11日（水）還暦の赤と京急のラッピング車両の2編成を日中運用して下さい。この日は仕事は休みなので乗車したいですが、当日にな
らないとわからないのでしょうか？（検査関係で）赤い電車2本連結した4両編成も運用して欲しいと思います。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。お申出当日は、京急のラッピング車両1083×1084号が検査日となる為、4両編成で
の運行は出来ません。ご理解ください。

12/2 一宮
○○の車掌さんの音声（量）が全体的に小さい気がいたしますのでよろしくお願いします。車内放送の機械の不具合なのでしょうか？聞き
取りづらかったです。とぎれとぎれです。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。当該車両の列車検査では、マイク音量等車両に異常はありませんでした。当該車掌には、発車
前や走行中にマイクの音量等を確認して適切な音量でわかりやすい放送を行うよう注意指導いたしました。

12/3 琴電琴平
17時13分発の高松築港行きに乗ろうと思ったのに12分くらいに発車し乗り遅れた。駅の時計を見ると　17時14分で発車から1分たっていた。
必死に自転車こいできたのに自分のことを取り残していく琴電が信じられない。ちょっとくらい待ってくれてもいいと思う。それにこの用紙も1
枚しかないのに補充されていない。この用紙の補充もきっちりして欲しい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車が発車する際は、発車時刻やお客様の動向を確認した後、定時運行に努めておりま
すので、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致します。なお、イルカBOX設置のご記入用紙につきましては、用紙切れの
ないよう補充方法を変更しました。今後、細やかな管理・補充を行ってまいります。

12/3 メール
平日は、ほぼ毎日通勤通学時間帯と帰宅ラッシュの時間帯に電車を利用しています。今の時期になると、アウターやマフラーなどで防寒対
策をしている上に、車内は混雑しており、人が集まることによる熱が発生しているため、とても暑く、汗が滲むほどです。気分が悪くなる日も
あります。車内の混雑する時間帯だけでも暖房を切っていただくことはできないのでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申して訳ございません。お申出の通り、電車をご利用されるお客様は、いろいろな服装でご乗車いただいており、
全てのお客様に満足いただくとが難しい状況です。電車内の温度管理は温度計による確認や車掌が検札する際等において、状況を確認し
機器スイッチで調整しています。今後もお客様に快適にご利用いただけるよう、車内の温度管理に努めてまいりますが、寒い時や暑い時に
はご遠慮なく乗務員にお申し付け下さい。

12/4 メール
今朝の6時46分榎井発ですが他の車両はわかりませんが1両めは暖房が入っていなかったと思います。大変寒かったです。客に向上を求
める前に運転士の向上を逆に求めます。直ぐに回答願います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに暖房装置の点検を行ないましたが異常はなく、担当乗務員にも聞取りしましたが、
暖房機器は投入しておりました。弊社の暖房装置は電熱器で広範囲を暖めることは難しいことと、駅間が短く扉の開閉の度に暖気が逃げ
てしまい車内温度が保てないのが実情です。待ち時間や出発まで時間がある場合には、状況に応じてドアを閉める等して車内の温度保持
に取り組んでいます。ご理解ください。

12/4 高松築港
瓦町駅停車中の車内にごみをポイ捨てしていた乗客がいるのを見て、すかさずゴミを拾いに走った運転士さんの姿を見てすごいなと感じま
した。瞬間的に動いていたので、判断が早い！と感じました。ごみをポイ捨てするのは良くないですが瞬時に拾う姿に心が晴ればれしまし
た。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みになります。今後も社員一人一人が、お客様に満足していただける接客対応及び
サービスの提供が出来るよう努めてまいります。

12/4 メール

琴平から高松方面に向かう電車。時刻ギリギリになったのも悪かったですが、扉空いて乗り込んでいる乗客が見えてたので間に合うと思い
走って行くと、それをこっち向いて見たはずのメガネの車掌は、見て見ぬふりをし、娘が乗り込む手前で扉閉め発車して行きました。車掌で
も、丁寧に対応してくれる人はいました。前の時は、優しい人でしたので待ってくれましたよ。朝からとても腹立しかったです。琴平で定期
買ったときの対応してくれた人もすごく見下したようなしゃべりで対応されました。こっちは分からないから、聞いているのに…ちょっと酷過ぎ
ます。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗務員は遅延が発生しない範囲で、お客様が乗車するまで待ち合わせる場合がございま
すが、駆け込み乗車によるお客様自身のお怪我だけでなく、遅延等によるお客様同士のトラブルに繋がる恐れがあります。発車時間をご
案内させていただいておりますので、時間に余裕を持って駅にお越しくださいますようお願い致します。また、当該駅係員には、思いやりの
ある接客に心がけるよう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、継続した社員教育を行い、お客様の立場に
立った言葉遣いや接客などのサービスを向上してまいります。

12/5 メール
栗熊駅の発車駅表示灯と自動放送の誤作動が多いように思います。下り電車が発車したばかりで、まだ上りが来るわけないのに自動放送
が作動しています。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。点検を行ったところ、発車駅表示灯と自動放送装置に不具合がありましたので、直ちに修
理いたしました。今後も定期的な点検を行い、施設の状況を把握したうえ、必要な修繕や更新に努めてまいります。

12/5 太田 工事中なので交通整理員がいますが、踏切のところで工事の人が上田うどんに行くのに車を止めていました。ありえないことと思います。 ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。直ちに施工事業者へ工事の施工以外の車両誘導について、注意指導を行いました。

12/5 メール ついでで申し訳ないですが、栗熊駅駐輪場の雨樋の修理が可能なら修理してほしいです。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご指摘いただきました箇所を確認しましたので、駐輪場を管理する関係機関へ直ちに修理を依頼
いたしました。

12/5 仏生山

琴電仏生山駅員の対応について、12月○日（○）午後3時30分頃に下車した目の悪い女性が、駅前の香南タクシーに連れて行ってほしい
要望がありましたけど、駅員数名は拒否しました。何故か？電車が5分程、遅れている理由で。目の悪い女性は、その場に立ちすくみまし
たけど、何かあったら大変なので私が連れて行きました。その間10秒足らず。誰か1人が対応すればいいものができない。障害者団体へ訴
えられると社会問題になります。もっと優しく謙虚に向き合って欲しいです。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。当該係員には、障がいを持ったお客様に対して思いやりの介助を行うよう注意指導いたしました。
今後もサービス介助士の資格取得の推進やサービス教習を通じて、介助サービスの向上に努めてまいります。

12/6 メール
毎朝通勤のため電車に乗っています。高校生の話し声がうるさく、どうしたものかと悩んでいましたが、最近、当たりの車掌さんの日は、乗
車マナーのアナウンスをしてくださいます。それから、アナウンスがある時は、少し静かになっています。全ての車掌さんがこのようなアナウ
ンスをしてくれることを望みます。

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、関係機関と連携した列車合同補導、啓発ポスターやチラシのほか、車内放送に
より、乗車マナー向上に取り組んでいます。今後もお客様の多い時間帯などに積極的な車内放送を行ってまいります。

12/9 瓦町
仏生山駅前のスペースを車立入禁止にしたのは改悪ですね。西側スペースを誘導したいのは判りますが、障がい者の方や老人が困って
おられますよ。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。仏生山駅前には、車寄せスペースを設けていますので、どうぞご利用ください。

12/9 メール

フリーIruCaで電車・バスを乗り継ぐ場合と、障害者用グリーンIruCaで電車・バスを乗り継ぎした場合、グリーンIruCaの方が合計金額では安
くなる。しかし、単体で比べると、電車(190円)とバス(210円)を乗り継いだ場合、フリーIruCaでは、電車・バス乗り継ぎ割引、回数割引が適用
され、障害者運賃より安くなる。フリーIruCaを初回利用として計算すると、
フリーIruCa
電車190円→5%割引180円
バス210円→10%割引190円→電車・バス乗継90円
合計180円+90円=270円
グリーンIruCa
電車190円→50%割引100円
バス210円→50%割引110円
合計100円+110円=210円
グリーンIruCaの方が結局は安くなるが、健常者の半額になっていない。差額はたったの60円、長距離乗れば変わるのでしょうが、高松市
内をちょこっと乗ると、50%に実質なっていないグリーンIruCaを利用しているとなんだか馬鹿馬鹿しくなる。グリーンIruCaにも50%でいいの
で、電車・バス乗り継ぎ割引を適用してくれれば、おそらくこんなことにはならないと思うのですが。

ご意見ありがとうございます。グリーンIruCaについては、普通運賃を割引とさせていただいておりますが、地方民鉄は厳しい経営環境であ
り、乗継割引のサービス拡充は考えておりません。ご理解ください。

12/9 メール

香川大学医学部附属病院のIruCaチャージ機が、エラーが出ていたり、レシート切れを起こしていることがあって、不便です。このような場
合、大学職員に言えばいいのか、ことでんに言えばいいのか教えてほしい。放置しているとずっと放置されていることがあるので。また、大
学病院の売店でIruCa決済をすると、ポイントが5パーセント還元の対象外(他の電子マネーや交通系カード、クレジットカードは還元対象)な
のはどうしてですか?どこのお店でもIruCaでキャッシュレス決済してもポイントのキャッシュバック対象にはならないのですか?香川県で普及
している交通系カードなので、是非消費税のキャッシュレス決済還元対象にしてほしいです。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。チャージ機に異常が発生している場合には、チャージ機の前面に記載してる連絡先までご連絡く
ださい。なお、キャッシュレス消費者還元の事業につきましては、現在IruCa決済の決済事業者を登録申請中で審査待ちの状況となってい
ます。登録されましたら希望店舗にて対応を行う予定ですので、もうしばらくお待ちください。

12/9 メール
令和4年(2022)に太田ー仏生山駅間に新しいことでん琴平線の新駅に開業に向けて、今後高松市多肥上町の高松桜井高校周辺に次世代
型路面電車(LRT)の導入の実現を進めて、香川県と高松市と高松琴平電気鉄道との公共交通戦略事業計画を検討してほしいのです。

ご意見ありがとうございます。新交通システム（LRT等）の導入検討につきましては、高松市の多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画に
盛り込まれており、導入の可否について検討されるものと考えております。今後も人と環境にやさしく快適で利用しやすい公共交通機関を
目指して関係機関と協力して取り組んでまいります。

12/9 メール
お正月の間に、こんぴらさんへ行きたくて、スケジュールを取り組んでいるので、初詣臨時列車の時刻表が必要です。2020年の初詣臨時列
車の時刻表はいつ頃公布しますか。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。2019年12月28日～2020年1月5日は休日ダイヤで運行いたします。2020年の初詣臨
時列車の運行予定はございません。

12/9 仏生山
来月5月以降から引退するレトロ電車以外にも老朽化が出ていますが、本当ですか？4日に1度の検査で入庫する1080形ですが、検査項
目が多いのでしょうか？今日、後から入庫した1207編成より先に出庫（午前の時点に入った）していました。製造が古く老朽化が近い車両を
向上の奥へ留置するようにしているのでしょうか？出来るだけ、手前に留置している姿を見たいのです。（特に赤い電車）

ご意見ありがとうございます。車両のほとんどが、他社から譲り受けた車両で製造から60年を経過している車両もあるため、より時間をか
け、車両の主要部分の状態や機能について精密に検査をしています。小さなネジ1本の緩みも故障や事故に繋がる可能性がありますの
で、細かいところまで、愛情と緊張感を持って作業に取り組んでいます。作業工程等により、手前への留置きについては、対応いたしかね
ます。ご理解下さい。

ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2019年12月1日～15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。



12/10 メール
教科書会社の○○書店と申します。今般作成中の教科書(高校・地理)において、貴会の「ことでん路線図」を掲載したく連絡をしました。掲
載申請方法などをお知らせ下さいますようお願いできましょうか。

ご連絡ありがとうございます。申請の手続きは、別途お知らせさせて頂きます。学生の方々に路線図から鉄道に興味・関心を持っていただ
きご利用願えればありがたいです。可能な範囲でご協力させて頂きます。

12/10 花園
花園駅。自転車駐輪について。車イス、白い杖視覚障害者が困っているのをよく見かけます。どうか整理をお願いします。高校生（○○）の
マナーも気になります。ことでん・○○・市役所・警察、どこにお願いすればいいでしょうか。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。花園駅の駐輪場は、ことでんが管理しております。駐輪場のマナー向上の啓発に取り組むととも
に放置自転車や駐輪場の整理に努めてまいります。

12/11 メール
12/29に、京急1000型のリバイバル塗装車両を見たいと思ってますが、運用などはどこで調べればよいでしょうか。可能でしたら、時間など
を教えてもらえると助かります。また、京王電鉄車両(1100型)でも京王リバイバル塗装ばやらないのでしょうか。京急のリバイバルをしたな
らぜひ京王色もして欲しいです。

いつもことでんをご利用頂きありがとうございます。お問い合わせいただきました12月29日の京急1000型リバイバル塗装車両（1081×1082
号車）は、4日に1度の検査日であるため、日中は入庫を予定しています。12月29日の朝夕等の車両運用は、4日前に設定していますので、
ことでん運転営業所087-831-6008までお問い合わせ下さい。なお、リバイバル塗装は、広告媒体としてラッピングを承っており、京王電鉄
車両(1100型)に広告のお申出がございましたら、検討してまいります。

12/11 メール

乗車していた男性が、車掌に断りを入れてから携帯電話で会話を始めた。会話の内容は、おそらくクレーム電話と思われるもので、暴言が
続いた。声も大きく怒鳴るような口調が続き、自分はイヤホンをして音楽を聞いていたが、それでも、その男性の暴言が聞こえてくる状況
で、非常に不快だった。そもそも、電車内で携帯電話の利用はいいのか、また、車掌も、その男性が通話しかも大声で暴言を続けているの
に注意しないのはおかしいのではないか。車内で暴言を聞き続けるのは、とても不快だった。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌に確認したところ、お客様から携帯電話の使用に関して申出があったため、車内
の状況を判断して、小さな声で手短の使用を認めていました。その間は、他のお客様へのご迷惑がかかるような言動が見受けられなかっ
たため、注意もしておりませんでした。当該車掌には、当社の車内マナー向上の取組を再認識させ、同様のお申出があった場合には、ルー
ルを守って対応をするよう注意指導いたしました。今後もお客様にご協力いただきながら、快適な車内環境の提供に努めてまいります。

12/11 メール

拝啓　師走の候、如何おすごしでしょうか。私の方はというと日々、健全にすごしております。ご無沙汰しております。先月中旬に私は香川
県に出かけました。山陽新幹線と快速電車などで高松に行きます。市内の町をぶらりと散策しました。二日間、ことでんに乗車して沿線を巡
りました。一日目は瓦町駅、二日目は八栗駅・片原町で駅の方に記念撮影させていただきました。一日目は長尾・琴平線、二日目は金比
羅に入山をして瓦町を経由して、琴平線から志度線に乗車をして途中下車しながら高松から電車を乗り継いで、帰途につきました。あのと
きの彼女たちと一緒に撮影させて頂いた写真を送付しますので渡してあげてください。何卒、よろしくお願いします。

ことでんをご利用いただきましてありがとうございます。お送りいただきました写真をそれぞれの駅スタッフに渡しました。今後も社員一人一
人が、お客様に満足していただける接客対応及びサービスの提供が出来るよう努めてまいります。また、香川県にお越しの際には、是非こ
とでんをご利用下さい。

12/11 メール

ここ最近、日曜日に貸切でレトロ電車や600形が運用されているのが目立ちますね。レトロ電車が引退と決まってから、多くの需要があるみ
たいですね？レトロ電車を廃車にする理由は何でしょうか？新駅が開業する「伏石駅」の前にレトロ電車を保存させ、譲渡したり、最近に引
退する23号を今橋工場へ転属させ、作業車（志度線として）として保存させたり、ことでんの鉄道館（動く鉄道博物館ではないが）を設立し、
レトロ電車を展示させたり、色々あると思います。どちらにしても、早く譲渡先が見つかり、廃車を免れたらいいですね。1両も廃車（解体され
ずに）しないことを願ってます。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車は、維持や修繕コスト、留置スペースなどの面から営業列車の引退を決定しました。500号は2020
年9月のシルバーウィーク、120号と300号は2021年ゴールデンウィークにさよならイベントを予定しており、その後に引退を迎えます。弊社で
の保存は難しく、車両の譲渡先を募集していますが、静態保存先が確保されなければ解体する見込みです。なお、300号は営業運転を退
いた後、作業用車両やイベント撮影用として使用する予定です。

12/11 瓦町 もう少し、停車時間を伸ばせ！2019年12月○日琴平線一宮行き瓦町駅16：20発。階段のと中までいったのに、ドアを閉められた。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗務員は遅延が発生しない範囲で、お客様が乗車するまで待ち合わせる場合がございま
すが、駆け込み乗車によるお客様自身のお怪我だけでなく、遅延等によるお客様同士のトラブルに繋がる恐れがあります。発車時間をご
案内させていただいておりますので、時間に余裕を持って駅にお越しくださいますようお願いいたします。

12/11 三条

琴平線を利用しています。琴電の車両（引退した形式を含む）の中で、車体の大きさや長さが18.5、19ｍ級の大きい電車は1050形、1053
形、1060形ですね？その車両2003～2006年に廃車されたのですね？その車両は初代阪神のジェットカーであった5001形、5231形だと思い
ます。その置き換え（代替）車両で引退が近い阪神5001形（2代）もことでん（1050形　2代という形式）に導入し、大型化して欲しいです。姿を
消した1050形が冷房車として生まれ変わって20年近くぶりとなる復活に期待します。

ご意見ありがとうございます。2005年の1062号を最後に阪神電気鉄道株式会社様から譲り受けた車両は引退しています。なお、今のとこ
ろ、車両導入は未定となっており、ご意見は今後の参考とさせていただきます。

12/11 三条

1303編成、仏生山で留まり、試運転があったが、何か不具合が出たのでしょうか？（代走に613編成）当編成は2015年から4年瓦町ＦＬＡＧ
号のラッピング電車として走りましたが、今回の検査で終了したんですね？3路線の中で最後まで運行されました。次に検査入場中の1301
編成は塗装すると思いますが、ラッピングは継続されるのでしょうか？（緑のツートンカラーにするかもしれないので、1255のことも）広告主
である伊藤園ですが、ペットボトルなどのラッピングの変更とか、塗装は今回どのようになるのかというのがあるからです。1301編成の次は
1215編成でしょうか？塗装であれば、1255編成で走った緑一色のカラ―を希望します。またお～いお茶電車で気がついた事ですが、側面
に「ことでん」のロゴがなかったので、検査出場後は貼り付けて欲しいと思います。

ご意見ありがとうございます。1303-1304号は、試運転後に機器調整を実施いたしました。1301-1302号は伊藤園様のラッピング電車として
運行しておりますが、新しいデザインについては検討中です。1215-1216号の塗装は、緑一色にする予定はございません。今後ともことで
んのご利用をよろしくお願いいたします。

12/11 一宮

琴電琴平駅でもクレジットが使えるようになってほしい。仏生山に高松市立みんなの病院が完成し、琴平方面からの利用客が増えていると
思う。（仏生山駅で乗り降りする乗客も増えていると考える。)滝宮終点の便、そして滝宮始発の便が滝宮で止まるのではなく琴平まで行っ
てほしい。毎日通勤でみんなの病院まで通うのに利用しているけど、ちょうど滝宮止まり、滝宮発の便に乗れたら日々の通勤にすごく役立
つのになと思っている。特に通勤時間帯（7：17滝宮発や7：42一宮発の便）そして18：26滝宮着、18：20滝宮着の便も同様である。ことでんの
名の通り琴平までの発着する便が増えてほしい。琴平は琴電もＪＲの駅も両方ある数少ない所ですものね。もっと西の方の人が利用しやす
いことでんになります様に。

ご不便をおかけして申し訳ございません。クレジットカードをご利用いただける駅は、高松築港駅・片原町駅・瓦町駅の3駅です。現在のとこ
ろ、他の駅への新たな導入予定はございませんが、利便性の向上を検討してまいります。なお、滝宮駅から琴電琴平駅間は、ほとんどが
単線区間のため、15分間隔の琴電琴平行の運行をするためには、信号や踏切の改修、行き違い施設の増設などの整備が必要となり、現
在の保有施設では出来ません。ご理解下さい。

12/11 瓦町 ことちゃんが好き。
いつもことちゃんを応援していただき、ありがとうございます。より一層みなさんに喜んで頂けるように頑張ってまいりますので、今後ともよろ
しくお願いいたします。

12/11 メール
こんにちは。大晦日に神奈川から高松に行きます。琴平線に乗る予定ですが、京急ユーザーなので是非京急ラッピングの車輌に乗りたい
と思っています。事前に運用情報を確認する事は出来ますか?事前は無理でも当日朝どちらかにお問い合わせすればわかりますでしょう
か?同日中には松山に移動しなければならない為、何とか一目だけでも、と思っております。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。電車の運用につきましては、4日前を目処に決定しています。ご利用の際にことでん
運転営業所087-831-6008までお問い合わせいただけるとご案内させていただきます。

12/12 栗林公園
三条～太田間の新駅「伏石駅」ですが駅ナンバリングはK04Aでしょうか？（通過時駅名も入っていた）運賃表にもいつ頃から貼り付けるの
でしょうか？また、栗林公園～三条間の複線化は、いつ頃でしょうか？

ご意見ありがとうございます。三条駅～太田駅間の伏石駅のナンバリングはK04Aを予定しています。伏石駅の開業に合わせ各駅の路線
図や運賃表等に明示してまいります。なお、複線化につきましては2020年度を計画しており、詳しい時期が決まりましたらホームページ等で
お知らせいたします。

12/12 瓦町
いつもたのしくのせてくれてありがとうございます。このまえ、ともだちが２０分のでんしゃにのりたかったといっていましたが、しゃしょうさんに
「つぎでんしゃのれ」とどなりつけられました。ともだちがこまっていました。

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、今後も定期的に実施している社員教育時に
言葉遣いや接客姿勢など、お客様に満足して頂けるサービスレベルの向上に取り組んでまいります。なお、乗務員は遅延が発生しない範
囲で、お客様が乗車するまで待ち合わせる場合がございますが、駆け込み乗車によるお客様自身のお怪我だけでなく、遅延等によるお客
様同士のトラブルに繋がる恐れがあります。発車時間をご案内させていただいておりますので、時間に余裕を持って駅にお越しくださいま
すようお願いいたします。

12/13 一宮 一宮折り返しでなく、滝宮（円座、岡本）まで行って下さい。
ご意見ありがとうございます。ダイヤの設定は、お客様のご利用状況を勘案して決定しており、現在のご利用状況では難しく、運転士の確
保が年々難しくなってきていることから、現在のところ考えていません。ご理解下さい。

12/13 瓦町 でんしゃの中で、でんわをしている人がいます。うるさいです。

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、ポスターやチラシ、車内の案内放送等による乗車マナー向上に取り組んでいま
す。乗車マナーにつきましては、最終的には個々のお客様のモラルにゆだねざるを得ないことから、対応に苦慮しているところですが、継
続して呼びかけていくことにより、少しずつお客様の理解を得る必要があると考えております。今後もお客様にご協力いただきながら、快適
な車内環境の提供に努めてまいります。

12/13 三条
長尾線は、土日の夕方ラッシュでは24分に1本になっていますが、この間の土曜日は小型車両で運用されていました。乗客が少ない日中な
らまだしも、帰宅時間に混雑する夕方はどうかと思います。しかも長尾線は2両しか運用できません。長尾線運用車両を全て大型化
（100％）にして欲しいと感じます。

ご不便をおかけして申して訳ございません。お申出当日は、車両機器の点検・調整のため、車両取換を実施いたしました。土曜日は、ご利
用状況が少なく、小型車両の運用でも可能でしたが、今後は可能な範囲でお客様により快適にご利用頂けるよう大型車を積極的に運用し
てまいります。なお、長尾線の大型化につきましては、今後の車両導入時の参考とさせていただきます。

12/13 メール

小さい頃に、ことでんに魅力にはまり乗車の際は、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。先日、とある県の鉄道に乗った際、乗
車券・入場券が硬券でした。四国では、ほぼ見る事がなく貴重だったので、記念に持っています。そこでぜひ、硬券の乗車券・入場券の導
入、または、昔販売していた軟券?準硬券?(高松祭りの際、手売りで臨時販売していた乗車券(駅名のはんこ付き))の復活等いかがでしょう
か?期間限定や枚数限定・駅限定等で・・・予算等いろいろあると思いますが、御検討よろしくお願い致します。

ご意見ありがとうございます。弊社では、各種イベントの際に臨時出札として、硬券を用いた乗車券を取り扱っています。ICカード乗車券や
自動券売機による駅の省力化を図っており、ご意見は今後のイベント時の参考とさせていただきます。

12/13 メール 晩は、こんなに寒いのに電車のドアが開けっ放し。なぜですか。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。出発までの待ち時間や行き違い駅で時間がある場合には、状況に応じて一旦ドアを閉め
る等して、車内の温度保持に努めています。今後も状況等を判断し、適切なドア扱い等に取り組んでまいります。


