
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

3/16 瓦町

通勤で、月曜日から金曜日にことでんを利用させていただいています。毎朝、7時に岡本駅を出発する高松築港行きを利用しているのですが、岡本駅舎の入口付近と
か、トイレの横でタバコを吸っている客がいます。駅舎の入口には、「敷地内禁煙」との張り紙があるのですが、平気で吸っています。高校生、小学生も利用しているの
で、受動喫煙が心配です。張り紙を増やすとかの対策をお願いします。可能であれば、琴電職員から、その人へ注意して欲しいです。吸っている人は3人で、（2人、1人
の時もありますが、同じ人です）毎朝同じ人です。よろしくお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の駅施設内は終日禁煙とさせていただいております。ご意見をいただき、新たな表記物を追加貼付いたしました。
お客様にご協力いただきながら、受動喫煙防止に取り組んでまいります。

3/16 Eﾒｰﾙ
レトロ電車の23号のゴールデンウィークの、サヨナラ特別運行ですが、コロナの影響によって中止になる可能性があると記されてました。しかし、それで中止で何もナシ
に廃車は、あまりにも、悲しい。新幹線700の場合は、今後の予定臨時の影響があるので仕方ないですが、コトデンさんの場合は、全くのイベントなので、ある程度融通
が出来るのではないでしょうか?。そこで、提案ですがゴールデンウィークがダメになった場合、シルバーウィークに、500と一緒に合同でやってほしい。

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止により、3月～4月のすべてのイベントを自粛させていただいております。ゴールデンウィーク時
のイベント開催有無につきましては、今後の状況等を踏まえて検討してまいります。

3/16 空港通り
ドコモの新しいステッカーは3月5日から張り替え（いつ頃まで）するのでしょうか？1081編成、貸切でことでんのロゴがなくなってましたが、3月6日の車両点検の時に張
り付けたのですね？1105編成の今度の検査入場の時は、ラッピングを終了するのでしょうか？1107編成みたいにLED式（行先）にしないのでしょうか？今度の新しい
車両の導入にはLED式を採用して欲しいと思います。

ご意見ありがとうございます。ドアのステッカー広告は3月上旬から順次貼替を行っております。1080号は、貸切運行の際にお申込み者の依頼により、ことでんロゴ
マークを覆って運行いたしました。1105-1106号は、ラッピング広告の契約が満了したため、終了いたしました。なお、行先表示のLED化につきましては、今後の参考と
させていただきます。

3/16 Eﾒｰﾙ
Twitterアカウント公式アカウント認証がどうのこうの言ってますが。普通に意見を言ってフォローを外されました。琴電は、普段使ってるので。気分が悪いです。Twitter
アカウント○○より。

いつもことちゃんのTwitterをご覧いただきありがとうございます。また、コメントもいただきありがとうございます。この度はご不快な思いをさせてしまい申し訳ございませ
ん。ことちゃんは、お客様からのありがたいフォローを自ら外すことはないと思われ、誤ってフォローを外したかバグによって外れてしまったものと思われます。現在、ご
承知の通り認証バッジをいただくために頑張っております。今後ともことちゃん、ことでんを支えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

3/16 Eﾒｰﾙ

先日、受験でことでんとことでんバスを利用した際、車内または駅ホームに落とし物をしてしまった可能性があり、探していただきたいと思いお問い合わせしました。静
岡県の○○と申します。詳細は、日時:3/12正午　場所:ことでんバス(香川大学創造工学部前→太田駅)　、ことでん(太田駅→高松築港駅)
落とした物:御守り(赤色／縦長の長方形／金色の"試験合格"または"進学祈願"の文字／透明の保護ケースに入っている／静岡県島田市金谷の日限地蔵のもの)見
つかり次第このアドレスに連絡くださると幸いです。電話番号は○○です。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。お申し出のお忘れ物を直ちに確認しましたが、駅施設や電車内での拾得はございませんでした。なお、バス車内で拾得していましたの
で、ことでんバスからお忘れ物を郵送させていただいております。

3/16 Eﾒｰﾙ 4月から小学1年生になりますが、3月中にキッズイルカの事前購入は可能でしょうか?
お問い合わせありがとうございます。キッズIruCaカードはIruCa取扱い窓口で発売しており、ご購入は可能です。購入時には申込書に必要事項をご記入の上、お子様
の年齢が確認できる証明書等をお持ちください。カードについては2000円（うち500円はデポジット）で発売し、千円単位で20,000円までチャージすることが出来ます。ご
利用をよろしくお願いいたします。

3/16 Eﾒｰﾙ
いつも大変お世話になっております。毎朝、志度線をご利用させていただいておりますが、今橋駅の発車音(ベル)を見直していただけないでしょうか。あのベルのボ
リュームに毎朝驚かされ負担になっております。これまでは私が過剰反応してしまっているのかと思っておりましたが、以前学生が日常のようになんの疑問もなく耳を
塞いでいる姿を目にしました。その際に感じているのは自分だけではないと思いました。ご検討くださいますようお願い申し上げます。

ご意見ありがとうございます。今橋駅に設置している発車ベルは、他駅で設置のベルと同様となっており、音量の調節機能がありません。発車ベルについては、列車
が発車する際にお客様や乗務員に知らせるための安全設備として設置しております。ご理解の程よろしくお願いいたします。

3/16 Eﾒｰﾙ
3月16日7時20分発高田から瓦町まで、一両目の隣の方が咳をだいぶしていて、手すりの前の方がマスクせ～と訴えていました。横に座っていて私も手で押さえた方が
いいですよと助言はしましたが、その後、彼はマスクを出し装置されました。車内の消毒などはしてほしいのですが、見たことがありません。コロナ対策時間差通勤だけ
でしょうか。昼間に窓を開け換気は見たことがあります。朝の混雑時、車掌さんを呼べない時はボタンなどありませんか。

ご意見ありがとうございます。弊社では、通常の車内清掃以外に4日に1度の車両検査時に車内ガラス、つり革、網棚などの清掃・消毒を行っております。2020年4月4
日からは車両の一部の窓を開けて対策強化に取り組んでいます。なお、車内には乗務員を呼び出すボタンは設置しておりません。混雑時に乗務員にご用の際は、列
車が駅到着時にお知らせいただきますようお願い申し上げます。

3/16 Eﾒｰﾙ
志度線に乗っていたが、経営上仕方ない、だとかの理由があるのかもしれないが、他の路線に比べてあまりにも乗り心地が悪い。同じような値段を払っているはずにも
関わらず明らかに型落ちのものに乗らされているのは乗客として非常に気分が悪かった。JRが無かったため仕方なく乗っていたが、乗るたびに他線に対して馬鹿にし
たような心地がして二度と乗りたくないと毎朝思わされる。古い車両を使うのは仕方ないとしても、露骨に一路線のみ型落ち車両にするのはやめていただきたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。弊社で運用している車両のほとんどが譲受しており、主に昭和40年代に製造された車両です。志度線の車両も他の路線
と同様に製造年に変わりはありませんが、線路の形状により、琴平線や長尾線に比べ小さな車両を運用しています。電車の揺れは車両や線路の状態によるものです
が、計画的に車両及び線路の修繕等を行っており安全運行には問題はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

3/17 高松築港
仏生山駅で東改札から一番ホームへ線路を横切って渡る時に、下り方向の線路が渡り通路のすぐ横で、枕木の下のジャリが無くなって、下の泥が浮き上がって来て
います。電車の車輪が通る度に線路が枕木ごと5～10cmぐらい上下します。ジャリをシメた方がいいのではないでしょうか。安全面で何か不安です。もう何年もこの状
態だと思います。一度確認してください。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。電車の走行に支障はありませんでしたが、3/23に道床に砕石を補充して軌道の整備を行いました。今後も安全に快適
にご利用いただけるよう施設の点検整備に努めてまいります。

3/17 Eﾒｰﾙ

大昔頃に琴平急行電鉄で坂出ー宇多津ー丸亀ー琴平間に路面電車が運行されていましたので、またかつて琴平参宮電鉄で丸亀ー飯山ー綾歌ー琴平間、多度津ー
善通寺ー琴平間に路面電車が運行されていましたので、今後JR予讃線、JR土讃線の特急列車と普通列車が時間通りにダイヤの影響が乱れたらいけなったらいけま
せんので、琴電、国土交通省、四国運輸局、香川県、坂出市、宇多津町、丸亀市、多度津町、善通寺市、琴平町の行政機関との会合を開かれ時に新交通システムの
次世代型路面電車(LRT等)を新たに導入を実現して、公共交通機関に繋がりやすいように新しく建設整備の交通活性化に取り組んで行ってほしいのです。また高松琴
平電気鉄道のことでん琴平線の電車に乗り継げをしやすいように目処に繋げて行ってほしいのです。

ご意見ありがとうございます。今後とも官民一体となり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事業に取り組んでまいります。

3/18 Eﾒｰﾙ 実物が現存していない引退車両を技術遺産または産業遺産または重要文化財に登録してほしいです。お返事お待ちしています。 ご意見ありがとうございます。現存していない車両の各種への登録につきましては、大変申し訳ございませんが、対応いたしかねます。

3/18 Eﾒｰﾙ ことちゃんの缶バッジのガチャガチャが空の事が多いので補充して欲しい。LINEスタンプ第4段待ってます!
ご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。なるべく空にならないよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。また、LINE
スタンプについてのご意見も今後の参考にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

3/18 Eﾒｰﾙ
今後琴電、国土交通省、四国運輸局、香川県、坂出市、宇多津町、丸亀市、多度津町、善通寺市、琴平町、まんのう町の行政機関と新交通システムの次世代型路面
電車(LRT等)の交通活性化を導入する会合を開かれた時にJR琴平駅周辺にも新しく建設整備を進めて復活しやすいようにJR土讃線の特急列車、普通列車との乗り
継げるように目処を実現して行ってほしいです。

ご意見ありがとうございます。今後も官民一体となり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事業に取り組んでまいります。

3/18 Eﾒｰﾙ
長尾線車内で、大きな声で携帯電話で会話してる人いるけど、車掌、前を通っても注意すらしないけど、マナー守らせてほしい。当然、話してる人が悪いけど、注意す
べきは、すべき人がしてほしい。先週の車掌はアナウンスし、直接注意してたけど。

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、お客様のモラルや善意に委ねるところが大きく、ポスターの掲示や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ます。なお、お客様に直接注意を促すことは、控えさせていただいておりますが、迷惑行為等を感じた場合や発見された場合に
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。

3/18 Eﾒｰﾙ
ことでん玉藻町パーキングの月極駐車場についてお尋ねしたいのですが。4月から契約を考えています。空きは在りますでしょうか。また、手続きはどのようにすれば
よいですか?

この度は、玉藻町パーキング月極契約につきましてのお問合せ誠にありがとうございます。折角お問い合わせをいただきましたが、現在、玉藻町パーキングの月極は
満車状態となっております。キャンセル待ちにてお伺いをし、空車が出ましたらご連絡を差し上げることは可能でございます。再度、ご検討いただければ幸いでござい
ます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

3/18 Eﾒｰﾙ 新駅伏石駅が利用開始になるのはいつからの予定でしょうか?現在の見込みなどをHPのTOPニュースで表示していただけると幸いです。よろしくお願いします。
ご意見ありがとうございます。現在、三条駅～太田駅間の伏石駅開業に向け、駅前広場の整備と同区間の複線化の整備を進めているところです。今のところ開業時
期については決まっておりません。伏石駅以外の工事の進捗具合を勘案の上、関係機関と協議して決定する予定です。なお、開業時期が決まり次第、弊社ホーム
ページで公表いたします。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事業に取り組んでまいります。

3/19
瓦町

志度線口
志度線の車内の一部の窓が開いていて、その窓にはカーテンが下ろされていた。いっそのこと全ての窓を開けたらどうか？カーテンも下ろさなくていいのではないか？

ご意見ありがとうございます。季節の変わり目の急激な気温変化に対応するため、一部の窓を開け換気することにより、車内環境の快適性向上に努めています。カー
テンについては、直射日光を避けるため状況に応じて下していますが、必要のない場合は、お気軽に乗務員までお申し出ください。

3/23 Eﾒｰﾙ 定期券の効率化は出来ないの?更新の際、いちいち紙に書いて更新するなんてあり得ない、早く券売機で更新出来るようにしてほしい。
ご意見ありがとうございます。定期乗車券の自動発行機の導入につきましては、多額の費用が必要となるため、現在のところ、導入する予定はございません。ご意見
は、今後の検討課題とさせていただきます。

3/23 Eﾒｰﾙ

Icocaの残高が無くて瓦町駅でチャージしようと思い電車に乗りました。駅員さんが来られて切符を買うように促されましたが、手持ちが無く、瓦町でチャージしますとの
伝えても「は?違う駅から乗ったと伝えられたら困るのでここで買ってください」と高圧的に言われました。手持ちが無く買えないこちらに非がありますが、その言い方は
ないと思います。客に向かって「は?」と言うわ、去り際に「チッ」と舌打ちをして去って行きました。他のお客さんも見ている中よくもそのような態度が出来るな、と少し怖
かったです。ちょっとどうかと思いました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には、二度とこのような苦言をいただくことのないようICカードの対応方法や執務態度について厳重に注意
指導いたしました。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、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

3/23 Eﾒｰﾙ 定期を更新する際、駅員さんに処理をお尋ねしたら、タメ口で話されました。大変不快に感じましたので、駅員さんの言葉遣い改善を希望します。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅の係員には、二度とこのような苦言をいただくことのないよう、お客様に対する言葉遣いについて厳重に注意指
導いたしました。今後も社員教育を継続して実施し、言葉遣いや接客姿勢など、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

3/23 Eﾒｰﾙ
伏石駅の開業、心待ちにしています。さて、高松市の計画では、同駅舎の北口と南口の両方にエレベーターが設置されるようになっていますが、現在の外観を見る限
り、南口のエレベーターが設置されていないような気がしますが、計画どおり設置されるのでしょうか?また、駅舎ホームの壁の窓が曇りガラスになっていますが、なぜ
視界の良い透明ガラスにしなかったのでしょうか?

ご意見ありがとうございます。伏石駅のエレーベーターは、当初設計では４基を設置する予定でしたが、南側の２基につきましては、開業後に利用状況をみながら設置
を検討する計画となっています。また、曇りガラスについては、近隣のプライバシー保護と反射光の影響を軽減する目的に設置しております。ご理解ください。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年3月16月～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。



3/23 Eﾒｰﾙ
旅行に行った時に、ことでんを楽しく利用させていただいております。いつも思うのですが、瓦町駅のホームの照明が暗い気がします。ことでんの中心駅ですので、LED
照明に変更して、明るくした方がよいと思います。

ご意見ありがとうございます。瓦町駅の各ホームの照明については、2019年度中にLED照明へ更新しています。照明器具の増設等につきましては、駅の大規模改修
時の参考とさせていただきます。

3/23 Eﾒｰﾙ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通勤時間帯の車両については一部窓の開放など換気の強化を行うべきではないか。
ご意見ありがとうございます。弊社では、通常の車内清掃以外に4日に1度の車両検査時に車内ガラス、つり革、網棚などの清掃・消毒を行っております。2020年4月4
日からは車両の一部の窓を開けて対策強化に取り組んでいます。

3/23 栗林公園
電車の中でマスクをしていない人がたくさんいます。なんとかしてほしいです。せきやくしゃみをしている人もいます。不安です。どうかお願いします。電車は、よく乗りま
す。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社は、駅間が短く各駅でのドアの開け閉めにより一定の換気が行えているものと思われますが、車内での感染予防
のために咳エチケットをお願いしています。今後も車内放送等を活用し、お客様にご協力をお願いしてまいります。

3/23 片原町
2019年4月から通勤で利用させていただいています。ありがとうございます。駅員さんの「おはようございます」のあいさつは素晴らしいですネ。さて、改札機の拭き掃除
やホームの掃き掃除など女性駅員さんがなさっておられる姿をよく見ます。しかし男性駅員さんが掃除しておられる姿は一年間見たことがありません。たまたまでしょう
か？

ことでんのご利用ありがとうございます。片原町駅の清掃につきましては、男女とも担当しております。今後も駅施設の点検や清掃を実施し、清潔なスペースの提供に
努めてまいります。

3/24 Eﾒｰﾙ

祖母がもう電車やバスに乗ることがなくなりイルカカードの中のお金を出してきて欲しいと頼まれ、高松築港駅に行き尋ねたところ、私のことを泥棒扱いした挙句 巻舌
で「誰のカードや」と言われ説明すると、「そんなんなんの手続きもなく返金出来てたらそこら辺で拾ったカードでも返金出来るやろ」と言われ、私は本人がいること本人
確認が出来るものがいることを知らなかったのにも関わらずそのような態度を取られ腹が立ちました。築港駅は高松の顔やと思います。前はすごく愛想が良かったの
でわかりやすく説明して頂けると思いわざわざパーキングに入れて築港駅まで行ったのにそのような態度を取られパーキング代がすごく高く感じました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅の係員には、二度とこのような苦言をいただくことのないよう、お客様に対する言葉遣いについて厳重に注意指
導いたしました。今後も日常巡視を強化し、定期的に実施しているサービス教習を通じて社員教育を行い、言葉遣いや接客姿勢など、サービスレベルの向上に取り組
んでまいります。

3/24 Eﾒｰﾙ
今後次世代型路面電車(LRT等)を導入実現を視野に入っていた時香川県中讃地区がある坂出市、宇多津町、丸亀市、多度津町、善通寺市、琴平町、まんのう町周辺
にバス運行している琴参バス株式会社も琴電との会合を開かれていた時にバスの再編に繋がるような感じにして行ってほしいのです。

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、関係行政機関と連携し協議してまいります。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事業に取り組んでまいります。

3/25 Eﾒｰﾙ

今年(令和2年 2020)5月3日(日・祝)5月4日(月・祝)に琴電琴平線、志度線、長尾線のラッシュ時で運用していた琴電20形23号が現在ことでん琴平線でレトロ列車特別
運行とされていて、また9月21日(月・祝)9月22日(火・祝)に琴電琴平線、長尾線のラッシュ時及び志度線で運用していた琴電5000形500号がことでん琴平線でレトロ列
車特別運行とされていますので、やっぱり新型コロナウイルス感染の影響が続いていますので、来年(令和3年 2021)のゴールデンウィークに延期となっていた場合に
は、琴電琴平線、長尾線でラッシュ時、志度線で運用していた琴電1000形120号、琴電3000形300号と同様に一斉に琴電旧型車として、活躍した車両を引退した時に
廃車・解体をまとめて行ってほしいです。

ご意見ありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大の防止及びお客様の安全を考慮し、2020年5月に予定していましたイベントの開催は中止させていただき
ます。ご理解ください。

3/25 潟元 きれいにしてほしい。瓦町方面の電車の15時台に13分を増やしてほしい。近くにコンビニかもん。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅構内や電車内の清掃は、定期的に行っていますが、お客様に気持ちよくご利用いただけるよう、きめ細かな清掃に
取り組んでまいります。なお、運行本数は、お客様のご利用状況を勘案し設定しており、ご意見は今後の参考とさせていただきます。また、今のところ、潟元駅付近にコ
ンビニエンスストアが出店される計画等の連絡はございません。

3/25 Eﾒｰﾙ
いや、それは論点ずらしているでしょう？私は最初から安全などについて、でなく、同じような値段に関わらず乗り心地が違う、という話をしているわけです。長尾、琴平
に対して志度が揺れなど乗り心地が違いすぎる、値段もそこまで変わらないにも関わらずこの扱いは度し難い、という意見に対して貴社は、安全運転だから大丈夫、と
返答しているんですよ？私が安全運転でないということを主張していると読み取ったわけですか？

ご意見の内容をよく理解せずに回答を差し上げまして、誠に申し訳ございません。お申出いただきました電車の揺れにつきましては、車両や線路の状態によるもので
すが、志度線は、曲線が多く、琴平線や長尾線のような大型車両を導入することが出来ません。また、お客様の利便性向上を目的に3両編成を運用しており、3両の
内、1両がモーターの無い車両のため、加速や減速時に前後に揺れる場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

3/27 琴電琴平
東京から観光で来ました。駅のホームで電車を待っていたら、駅員さん？らしき人が直接「お手洗い、自販機はあちらになります」と案内してくれて、東京ではないサー
ビスなのでとても良かったし丁寧でした。東京の満員ギュウギュウ電車と違い景色も楽しめました。うどんおいしかったです。

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より良い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。今後もお客様に満足していただけるようサービスの向上に取り組んでまいります。

3/27 琴電琴平
できれば岡田の所の踏切で止まってしまって電車を乗り過ごす事が多いです。造りを直す事は出来ないので、どうこう言えません。仕事のバスが本当にギリギリ21分
に着きます。それで切符を買って、踏切に止まってたら、通り過ぎて終わります。会社にも問い合わせますが、普通に22分でしたし、踏切飛び越えてけば良かったと後
悔するぐらいです。

ご意見ありがとうございます。電車は、時刻を設定して運行しておりますので、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申し上げます。なお、遮断した踏
切の無理な横断は大変危険です。踏切事故とならないようルールを守っていただくようお願い致します。

3/27 Eﾒｰﾙ
今朝、通勤で来ましたら、ことでん林道駅のホームに、嘔吐物がちらかっています。みんなこれを踏んで電車に乗るのかと思うと大変気持ち悪く、連絡しました。すみま
せんが、掃除をお願いできませんか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出を受け、直ちに点検・清掃を行いました。今後も定期的にきめ細かな清掃を行い、お客様が快適にご利用いた
だけるよう努めてまいります。

3/27 Eﾒｰﾙ 瓦町FLAGについて。10階の温度を下げてほしいです。
10階フロアーの温度はセンターで管理しており、同階の従業員からの連絡を受け、対応しています。お手数をおかけしますが、暑いときや寒い時には、飲食店等のテ
ナント従業員にお申し付けください。

3/27 Eﾒｰﾙ 高松築港駅のWIFI環境が悪いです。駅のホームで電波が受信しづらい状況です。改善をお願いします。
ご意見ありがとうございます。高松築港駅の「かがわWi-Fi」につきましては、待合所付近に機器を設置しているため、広範囲となると接続が不安定となる場合がござい
ます。お手数をおかけしますが、待合所付近でのご利用をお願いいたします。

3/27 Eﾒｰﾙ
先程長尾線高松築港行きの電車内で、赤色の傘を忘れてしまいました。赤色で、やや布地が厚めの傘です。中心線が歪んでいます。ありましたら、高松築港駅に届け
ていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。お問い合わせのありましたお忘れ物の件ですが、残念ながら拾得されておりません（3月28日現在）なお、お忘れ物などのお急ぎのご用
件は、電話でもご用件を承りますのでご連絡ください。【ご連絡先】ことでん　運転営業所　TEL 087-831-6008

3/30 Eﾒｰﾙ ○○の受講生らしき子供らがやかましい。車内アナウンスして欲しい。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、お客様のモラルや善意に委ねるところが大きく、ポスターの掲示や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ます。今後も、さらなる車内放送や巡視等により啓発に取り組み、お客様にご協力をお願いしてまいります。

3/30 Eﾒｰﾙ
伏石駅の開業が楽しみです。伏石駅のコンコース、待合室、ホームに時計を設置してください。また、待合室に高速バスのチケット売り場を設置してください。コンビニ
のような売店も欲しいです。

ご意見ありがとうございます。伏石駅の時計設置については、ご意見を参考に検討させていただきます。高速バスのチケット売り場についても、今後、関係機関と協議
してまいります。なお、コンビニや売店等については、現在のところ計画はありません。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事業に
取り組んでまいります。

3/30 三条 三条駅南の工事している方、ちゃんと教育してください。 ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。関連する工事業者に周知徹底いたしました。今後も安全に配慮した複線化工事を進めてまいります。

3/30 三条

平日の夕方の運用について。新型コロナウイルス感染が完全になくなるまでの間には2両編成になっている列車を4両に変更して欲しいです。4日に一度の車両検査を
受けている車両の1編成が夕方の運用に無いと思いますが、それを運用に入れて4両にしたり、もしくは長尾線に入れて小型車両と交替して大型化したりなどあると思
います。（多くの利用者が乗車し感染を防ぐために）今日、夕方の運用に入れない車両は赤い電車（1081編成）と思われますが、（奥に留置しているなどから）2両から4
両に変更して運用したり、601編成が運用する時間（瓦町17時40分発上り）を使用したりするなど、コロナの対策にもつながります。小型車は座席数が少なく不便さもあ
り、長尾線の大型車両導入も望んでもいます。

ご意見ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、つり革のアルコール消毒及び車内アナウンス等により対応を行っていましたが、2020年4月4日か
ら車両の一部の窓を開けて対策強化に取り組んでいます。車両の増結や大型車両への変更につきましては、今後の取り組みの参考とさせていただきます。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。

3/30 瓦町
5月のGW（レトロ電車）特別運行、昨日辺りで中止に決まったそうですね。コロナの感染防止の為には良い判断だと思いますが、23号のさよなら運転だけは実施頂きた
いです。（気持ちとして）その日のために作ったヘッドマーク（5月3日引退23号）を製作だけで終わってイベントに使用されないのはもったいないので…。

ご意見ありがとうございます。弊社といたしましても長期間運用してきた車両であり、さよなら運転を実施したいと考えています。新型肺炎の状況等を踏まえ、イベント
開催の有無を検討してまいります。

3/30 瓦町
JR四国はコロナウイルスを言い訳に列車の本数を減らしているのに、ことでんは運休なし。素晴らしい。JR四国が利用できないときに利用させていただきました。ぜ
ひ、運休なしを継続してもらいたいです。

ご意見ありがとうございます。今後も感染症対策に関するお客様への車内放送のほか、車両検査時に細やかな清掃に取り組み、運行を行ってまいります。

3/30 瓦町
ことでん以外の他のカ所の京急ラッピングが新しいのに変更されているようです。その為、3月13日（金）にラッピングを剥がし、新デザインを3月20日（金）から貼り付け
をしたのでしょうか？新しくなってからはまだ乗車していないし、日中走らなかったので、夕方の運用に入ったら乗車したいと思います。また、還暦の赤い電車も日中他
の日に走っていたら、乗りに行こうと考えています。

いつも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。1083-1084号のラッピング車両は、広告内容の変更に伴いラッピングを剥離し3/23から新しいデザインで
運行しています。なお、琴平線では様々なラッピング電車を運行しておりますので、ご乗車をお待ちしております。

3/31 Eﾒｰﾙ

新型コロナ感染対策について。阪急などの鉄道バス会社では、1、常に窓を少し開けて換気する。2、マスク無しの咳マナーやおしゃべりによる飛沫防止のための啓蒙
車内アナウンスを頻繁に繰り返す。を行なっていますが、ことでんでは鉄道バス共にそうした取り組みがみられません。今日もマスク無しの若者グループが車内で咳を
しながらおしゃべり三昧(しかも近距離で密閉された空間、所謂「三密」状態で)という場面に遭遇しました。利用客が減っているから大丈夫とは思わないで、是非早急に
対処していただきたく進言申しげます。

ご意見ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、つり革のアルコール消毒及び車内アナウンス等により対応を行っていましたが、2020年4月4日か
ら車両の一部の窓を開けて対策強化に取り組んでいます。また車内アナウンスにも取り組んでいますが、感染が拡大されていることを受け、更に車内放送等の頻度を
増やし、啓発を強化してまいります。

3/31 瓦町
瓦町駅南の西側の電車沿いの住人ですけど最近、駐輪場置場が出来てからゴミ、ペットボトル、缶などがよく散乱しております。私も時々清掃しておりますが、もう半
年位そのままの状態になっております。線路内もゴミが散乱しております。清掃してください。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申出付近は、毎朝に点検や清掃等を実施しております。今後も係員による点検や清掃を継続して取り組んでまいります。


