
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

4/1 栗林公園 長尾線長尾駅始発瓦町行上り、始発を現在のダイヤより、もう一本早くお願いいします。大変助かります。ぜひよろしくお願いし
ます。ご検討下さい。

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設定しています。ご意見につきましては、今後の
ダイヤ改正時の参考とさせていただきます。

4/3 メール ことでん琴平線の三条ー太田間に新しくことでん伏石駅が開業していた後に太田ー仏生山間にも次の駅の開業に向けて、新型
コロナウイルス感染防止対策にも繋がるような感じにして行ってほしいです。

ご意見ありがとうございます。現在、三条駅～太田駅間の伏石駅の開業と太田駅～仏生山駅間の新駅設置に向け、関係機関と
調整を進めているところです。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。

4/3 瓦町 琴電屋島駅の自動販売機をイルカカードが使えるようにしてほしいです。よろしくお願いします。琴電応援しています。ファイト！
いつもご利用ありがとうございます。現在のところ、琴電屋島駅の自動販売機につきましては、IruCaカード対応機に変更する予
定はございませんが、ご意見はメーカー様にお伝えさせていただきました。今後もことでんのご利用よろしくお願いいたします。

4/3 瓦町

新型コロナウイルスのためことでんの利用者が減っていると思いますが、通勤時間帯は、3両編成で運行してほしい。間隔をあ
けて座席を利用したり、立つにしても密集していたらイヤな気持ちになります。また、換気についても気になっています。上部の
窓を少し数カ所開けるだけで気分的に違います。（雨天の場合は別ですが）停車時のドア開閉だけでは換気にはならないので、
検討いただけたらと思います。

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。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。

4/6 メール
新型コロナ対策として都心部みたいに走行中の電車の窓を少し開けて常に換気をしている状態にしてほしい。香川はまだ2人し
か感染者がでてませんが、念には念を入れて対策をしてほしい。感染が拡がってからでは遅い、拡がる前に対策の実行をお願
いします。

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。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。

4/6 メール 伏石駅の開業の日はまだ決まっていないのでしょうか。だいたいでもいいので教えていただきたいです。

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。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。

4/6 メール 乗務員が春闘のバッジを付けて仕事をしているのをみました。御社では、業務時間中の組合活動および業務に必要がないバッ
ジ等の着用を禁じていないのでしょうか?非常に違和感を感じます。

ご意見ありがとうございます。組合とは情報の共有、意思の疎通を図り、より一層の安全輸送・サービスの向上に努めてまいり
ます。今後ともご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。

4/6 メール

コロナ対応の定期払い戻しについて。2020年2月22日からの通学定期です。コロナ拡大防止のために2月29日から休校になりま
した。3月6日に先生から連絡があり学校へ行くことになり、1日のみ使用しました。「3月3日以降で利用履歴がある場合は、払い
戻し対象外」ということで、3回瓦町駅の窓口にお願いとご相談に参りましたが、対象外の一点張りで柔軟にご対応してはいただ
けませんでした。全国のJRでは、コロナの対応は、「最後の利用履歴から払い戻し」と柔軟に対応してくださいます。3月7日以降
は、利用していないのは履歴を見てわかるのだから、JRさんと同様7日以降の払い戻しをすべきです。ICにしていてもことでんは
利用者を守るためのICではないです。今後の通学はJRを利用し、ことでんを利用するのはやめ、定期は解約しました。買って間
もない定期、たった8日しか使ってないのに、1万円以上差し引かれて返金されました。柔軟に対応できないことでん、残念。ちな
みに「払戻しで来駅される場合は、当該通学定期券は使用しないように」という決まりにしているのに、隣で払い戻ししてた子は
定期を使って手続きに来ているのに、払い戻ししてもらってました。はぁ?です。

いつもご利用ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響により、全国の小学校、中学校、高等学校（専修学校等におい
て高等課程を設置しているものを含む。）及びこれらに相当する特別支援学校等が臨時休校となったため、ことでんではIruCa通
学定期券の払戻しの特例取扱いを実施することを決定しました。対象となる定期券については、2020年3月3日～2020年4月2日
の期間を全て含むIruCa通学定期券（※大学及び専門学校を除く）となります。（※2020年3月3日以降でご利用履歴がある場合
は、払戻しの対象外）何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/6 栗林公園
琴平線は夕方になると、仏生山で2両から4両へと車両取替えがありますが、この日は（4月2日）16時48分（仏生山発下り）の電
車が車両取替え（1103号2両から別の1085号2両へ）されました。何か不具合があったのでしょうか？修理された車両は夜間は
走らず留置されたのでしょうか？

ご意見ありがとうございます。仏生山駅での車両取換は、夕方のラッシュ時間帯に合わせて4両編成への取換を行っております
が、お申出当日の車両に前照灯の芯切れが発生したため、2両編成での取換を行いました。今後も安全を最優先に車両運用を
行ってまいります。

4/6 瓦町 4/1～4/3日は、水田から瓦町まで優しい人を10人以上見ました。今後もこのような人を見かけたいなと思っています。これからも
ことでんを利用するので車掌さんを見かけたいです。よろしくお願いします。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の励みになります。今後も、お客様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努め
てまいります。ご利用のほど、よろしくお願いいたします。

4/6 メール

新型コロナウィルスが全国的に流行していますが、この間、テレビのニュースでJR四国の新型コロナウィルスの対策ことが流れ
ていました。ところで、ことでんでは何か対策をしていますか?車内消毒をしていますか?しているなら何日ごとに消毒しています
か?また駅では券売機など、お客さんがよく手に触れるところなど消毒をしていますか?しているなら一日何回していますか?ま
た、社員の健康チェックや体温測定は毎日していますか?HP上で公開してほしいです。

いつもご利用ありがとうございます。弊社における感染症の防止対策として、駅施設や車両を含め適時、消毒清掃を実施してお
ります。また、乗務員や駅係員の健康チェックは、出勤前の体温測定、勤務中のマスク着用・手洗い・うがいの励行し感染予防
に特段の注意を行っているところです。なお、4月13日より弊社ホームページに対策等を掲出しています。
ことでんグループホームページhttp://www.kotoden.co.jp/

4/6 瓦町
このシートを書くとき、ペンのインクが無くなりボールペンを渡してくれたということに、とても優しい人だなぁと思いました。ありが
とうございます。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の励みとなります。今後もお客様にご満足いただけるよう、お客様の立場に立った接
客と安全運行に努めてまいります。これからもご利用のほど、よろしくお願いいたします。

4/6 電話

4/○ 15：15発の琴平線 高松築港駅で乗車しようと思い、券売機にお金を入れたが機械が反応しなかった。困ったので駅の窓
口の丸刈りの男性に尋ねると、暴言を吐かれもみ合いになり、殴られかけた。警察沙汰になり、殺されるかと思った。結局その
電車には乗れず、15：26の電車に乗った。この件に対して、どのような対処をしてもらえるのか聞きたいのでまた電話する。あの
丸刈りの男に殺されるかもしれないので、名前は言いたくない。

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
対する接客姿勢や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、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年4月1月～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。



4/8 瓦町
1107編成、定期検査が近いですが、塗装の予定はありますか？（それによって、ヘッドマーク（1100形）の有無かが分かるため）
今回、車両取換（瓦町にて）は、17時04分発の電車で交代させましたが（1307編成）瓦町の留置線へひきあげる事なく17時16分
の電車とするためだったのですか？本来なら16時40分発になぜしなかったのかが不明なので（1255編成の為）

ご意見ありがとうございます。107×1108号車は2020年5月に定期検査の予定ですが、塗装の予定はございません。また、車両
の取換は車両の状態や運用等により変更する場合がございます。お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。

4/8 潟元

コロナによる定期の払戻を希望したが、当日に定期を使用していたため、払戻ができなかった。その際、払戻に関するお知らせ
はホームページにのっていると言われたが、どれだけの人がホームページを確認して払戻にきたのか知りたい。そもそも、お知
らせ自体、どこの駅にも掲示されておらず、学校等にも連絡されていないのでは、琴電関係者やホームページを確認した人しか
払戻できないようにしているとしか思えない。経営状況がきびしいのは分かるが、それなら経営状況がきびしいので御協力お願
いしますという方が潔いし、協力しようと思う。今回のようなやり方は納得がいかない。私達のように払い戻しができなかった人
が他にもいる事は確認できている。

4/3～4/17までの間、新型コロナウイルスに伴う通学定期乗車券の特例払い戻しを実施し、261件の払い戻しがございました。こ
の特例払い戻しは、官庁からの要請を受け対応いたしました。休校に関する情報について、学校等から弊社に伝達等もなかっ
たため、各学校への個別の対応は行っておりません。現在は、旅客営業規則に定める取り扱いしています。今後の状況等を踏
まえ特例払い戻しとなる場合は、周知方法等を検討してまいります。

4/9 メール
県立高校が13日(月)から再度休校になると決定しました。6日からの子どもの通学定期券(挿頭丘～琴平:6ヶ月分)を購入したば
かりですが、学校再開まで使用しない状況です。この場合、払い戻しの取り扱いはどうなるのでしょうか?

いつもご利用ありがとうございます。IruCa定期券は、旅客営業規則により、払戻等の取り扱いを定めています。弊社では、通学
定期券等の払戻しについて通常どおりの取扱いをしています。お客さまの定期を払い戻される場合は、使用経過月数を差し引
き、残余をお返しするようになります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/10 メール

旧琴電時代があったレトロ列車の車両が明治・大正・昭和・平成・令和の現代として、20世紀頃から21世紀の半世紀にかけて続
けていますので、レトロ列車特別運行としてことでん琴平線で活躍中の琴電20形23号、琴電1000形120号、琴電3000形300号、
琴電5000形500号が一斉にまとめて引退していた時に「懐かしの瓦町駅」「懐かしい琴電旧型車で活躍していた車両」「まちの記
憶あずかり所 琴電旧型車の思い出の風景」と3つの題名として、来場者がすぐに観られるように琴電旧型車の活用した分のパ
ネル写真集も展示をしてほしいです。

ご意見ありがとうございます。現在、新型肺炎の状況等を踏まえイベント等は自粛しておりますが、ご提案いただいた内容を参
考に、今後もお客様に喜んでいただけるイベントを検討してまいります。

4/10 メール

新型コロナウイルスにおける、高校生の通学用定期券の払い戻しの対応について納得が行かないので、お答え下さい。3月3日
～4月2日迄の休校期間の定期券の払い戻しの件ですが、香川県立琴平高校では、学校がわの指示により、教科書販売のため
に3月17日のみ登校しました。そのほかにSF(チャージしたお金)を使用して定期券以外の区間を一度だけ使用しました。払い戻
しの条件が厳し過ぎます。学校に問い合わせをして登校が事実であるか確認すればすぐに分かることで、また、チャージしたお
金を使用したから、払い戻しが出来ないのはおかしいと思います。登校時に使用した定期代金以外は日割り計算をして払い戻し
すべきだと考えます。でなければ、何のための新型コロナウイルスに対する特例と言えるでしょうか。4月17日が払い戻しの期限
です。払い戻しに間に合う様に回答をホームページに掲載して下さい。

いつもご利用ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響により、全国の小学校、中学校、高等学校（専修学校等におい
て高等課程を設置しているものを含む。）及びこれらに相当する特別支援学校等が臨時休校となったため、ことでんではIruCa通
学定期券の払戻しの特例取扱いを実施することを決定しました。対象となる定期券については、弊社のホームページにも掲出さ
せていただいている通り、2020年3月3日～2020年4月2日の期間を全て含むIruCa通学定期券（※大学及び専門学校を除く）と設
定させていただいており、2020年3月3日以降で、ご利用履歴がある場合は、払戻しの対象外と規定しております。この件に関す
る払い戻しは特例であり、お申し出に対する学校等への個別の対応は行っておりません。何卒ご理解いただきますようお願い
申し上げます。

4/10 メール
高校生の子供が通学定期を利用してます。前回、定期の、払い戻しがありましたが、又13日から26まで学校が休校になります。
この場合どうなりますか?4月から新学期が始まるのを境に定期を更新しまました。又、何かあるかと思い1ヶ月で購入したばかり
です。この場合は払い戻しはできないのでしょうか?

いつもご利用ありがとうございます。4月13日から24日までの休校に対する通学定期乗車券等の払戻しに関する特例措置は設
けておりません。IruCa定期券の払戻等は、旅客営業規則に定めによるお取り扱いとなります。通用期間の開始日が4月8日から
の場合、使用開始後3日以内の払戻しが適用されます。4月10日まででしたら、IruCa定期券窓口にて、使用経過日数（申し出を
含む）相当分の往復普通運賃を差し引き、残余を払戻しさせていただきます。使用開始後4日以上の払戻しの場合は、使用経過
月数を差し引き、残余をご返金させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/10 メール
香川県内の公立高校において、再度2週間の臨時休校に入ることが決定されましたが、今回の休校に関して、通学定期券の部
分的な払い戻し等はありますでしょうか。また、実施される予定などはありますでしょうか。

いつもご利用ありがとうございます。4月13日から24日までの休校に対する通学定期乗車券等の払戻しに関する特例措置は設
けておりません。IruCa定期券の払戻等は、旅客営業規則に定めによるお取り扱いとなります。通用期間の開始日が4月8日から
の場合、使用開始後3日以内の払戻しが適用されます。4月10日まででしたら、IruCa定期券窓口にて、使用経過日数（申し出を
含む）相当分の往復普通運賃を差し引き、残余を払戻しさせていただきます。使用開始後4日以上の払戻しの場合は、使用経過
月数を差し引き、残余をご返金させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/10 メール
平日朝仏生山着の便を一本増やしてほしい。太田駅8時6分発。上りがあるので下りも増やしてほしい。また伏石駅は、いつ開業
予定ですか?

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設定しておりますが、いただいたご意見は今後の
ダイヤ改正時の参考とさせていただきます。また、伏石駅の開業時期については未定ですが、関係機関と協議して決定する予
定です。今後も快適で利用しやすい公共交通を目指し事業に取り組んでまいります。

4/10 綾川 一宮駅は大きい声でおこっている感じに聞こえるのでもっとゆっくりしてほしいです。早口です。やさしい感じにしてほしいです。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。該当駅係員には、声量を抑えてはっきりとした言葉づかいで、ご案内するよう
注意指導いたしました。今後もお客様に対して、きめ細やかな真心のこもった接客ができるよう努めてまいります。

4/13 メール
2/23(日)の事ですが、新型コロナウィルスで自粛自粛と大変な事態が続いているというのに仏生山で京急車の撮影会をしてい
た団体がいましたね?一体どういうつもりなんでしょうか?これでもし感染者が増えたらどうするんですか?撮影会決行となった経緯
を教えてください。

ご意見ありがとうございます。弊社では、2020年2月27日に2020年4月末までのイベントの中止を決定いたしました。お申し出の
2020年2月23日時点では、香川県にコロナウイルスの感染者が出ておらず、自粛要請は出ていなかったため、ご予約いただい
ておりました貸切電車（仏生山での撮影会）について、予定どおり開催いたしました。なお、2020年3月25日には、感染拡大の防
止を目的に2020年5月末までのイベント中止を決定させていただいております。今後も状況等を踏まえ対応してまいります。

4/13 メール 緊急事態宣言の対象地域に住んでおります。毎日お家に引きこもる毎日です。インスタで星野源さんの、うちで踊ろう 言うコラボ
して下さいを見て、是非、ことちゃんにもコラボしてもらえたらなと、こちらにご連絡致しました。ご検討下さいませ。

ご意見ありがとうございます。星野源様の取り組みについて、改めて音楽の素晴らしさを感じることが出来ました。ことちゃんもコ
ラボしたいのですが、ことちゃんファミリーのみでの撮影が難しく、撮影にかかわる社員が3密状態となるため、考えておりませ
ん。今後ともことちゃんをよろしくお願いいたします。



4/13 メール

新駅(伏石駅、多肥?駅)開業後、路線全体の利用者数が増加し、ラッシュ時に今以上の混雑が予想されます。最低限の対策とし
て、ラッシュのピークの時間帯(高松築港駅着が8時前後)には600形の小型車は使用しない、1070形の2扉車は使用しないなど
の対策を実施してください。次の対策として、増発(例えば仏生山駅発7:18、7:33)を検討してください。新駅設置は高松市の都市
政策として実施しているので、車両・人員の不足や購入予算がないのなら、高松市や県に補助を出してもらうよう、交渉してくだ
さい。

ご意見ありがとうございます。ラッシュ時の車両運用はお客様の利用状況を勘案して運用を行っております。また、新駅開業時
のダイヤ、車両運用につきましては今後の参考とさせていただきます。

4/13 メール 2年前くらいにIRUCAを購入した東京在住のものです。SUICA等東京でも使えるICカードと連携されたとのことですが、買った時
期に関係なく東京でも使えるのでしょうか?

ご意見ありがとうございます。ことでん、ことでんバスでSuica等の全国ＩＣカードは、ご利用いただけますが、IruCaは片利用対応
のため、他の鉄道会社ではご利用いただけません。なお、IruCaが提供する独自サービスに関する調整や導入及び維持管理費
の負担等の課題が多々あり、現在のところ、I ruCaの相互利用の導入計画はございません。ご理解のほどお願い申し上げま
す。

4/13 メール
高松もコロナ感染増えてます。電車の窓が開いていない密閉状態が気になります。口から放出されたエアゾロルは3時間生き続
けます。電車の中は金属、プラスチックも多いです。感染を広げないためにも窓をあけて通気よくしてください。感染よりも少々肌
寒い方を選ぶ人が大半かと。電車からクラスター出たら消毒に30万円～かかります。市はみてくれませんよ。

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
応を行っているほか、2020年4月4日から雨天時以外は終日、車内の換気を行うため車両の一部の窓を開けて感染予防に取り
組んでいます。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。

4/13 メール

月曜日の朝、通勤の為利用しました。チャージを行いたい為、早めにに志度駅に着いて駅員の方に10,000円を出して2,000円お
願いしたところ、「昨日は乗客の方がほとんどいなかったので1000円札がないため瓦町の二階でして下さい」と言われました。そ
の時に「どちらまで、いかれますか?」と聞かれ、私かま「瓦町」と答えたので、その様に返答されたのだと思います。私は、瓦町で
降りますが、二階では、なく、一階の出口から出たかったのですが…サービス過剰は良くないと思いますが、コロナの現状があ
るとはいえ、まだ、出勤をしている人もいますし、月曜日ですからお金の準備はしていただきたいと思います。宜しくお願いしま
す。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様にご迷惑をおかけしないよう速やかに両替金を準備いたしました。また、
当該係員には憶測な対応せず、お客様の立場にたった適切な接客を行うよう注意指導いたしました。今後もことでんのご利用よ
ろしくお願いいたします。

4/13 三条 かんいけんばいき（きっぷ）がある駅ってどの駅ですか？
いつもご利用ありがとうございます。ことでん全駅に自動券売機を設置しており、稼働台数は60台です。その内の16台が簡易式
の自動券売機です。設置駅は、仏生山駅・挿頭丘駅・羽床駅・羽間駅・榎井駅・西前田駅・池戸駅・平木駅・白山駅・井戸駅・公
文明駅・大町駅・八栗新道駅・塩屋駅・房前駅・原駅の16駅です。

4/13 三条
栗林公園～三条間の複線化工事は今年の6月、7月以降になるのでしょうか？琴平線複線化工事の期間が来年3月（2021年3
月）までになっているので。複線化や三条～太田の新駅伏石の開業を心待ちにしています。開業・複線化完成した際には、記念
のヘッドマークを付けて走らせて欲しいと思います。

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、記念のヘッドマークについても検討してまいります。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。

4/13 瓦町 好きな男の人のお店に通うため志度線を使わせていただいていましたが、失恋をしてしまったのでもう使いません。ずっと好き
だったんです。許してください。

いつもご利用いただきありがとうございます。今はお辛いでしょうが、これからも引き続き、ことでんにご乗車いただきたいと思い
ます。私たちは、車窓からの風景が、お客さまの心を癒してくれるものと信じています。元気になられ、よい思い出となりますよう
に。

4/13 メール

昨今のコロナ情勢時における通学定期の払い戻しについて。4月より子供の入学と共に通学定期を購入しました。入学式直後
に休校措置がとられ、入学後は自転車点検などもあり今日現在実質一日だけの利用となっております。休校措置が長引く懸
念、子供の感染回避の為 家族と相談のうえ当面は自転車通学とし、定期を解約したいのですが、開始日より3日以降は月単位
の解約となるとの事。通常であればその規約でも仕方ありませんが、行きたくても行けない状況で日割り計算が行われないのは
少し疑問を感じます。せめて休校要請の期間中は使用日数での日割り計算が妥当ではないでしょうか。これから3年間お世話に
なる御社の臨機応変な対応は今後利用する対象者の印象を大きく左右すると思われます。宜しくご検討のほど、宜しくお願い致
します。

ご入学おめでとうございます。弊社では4月13日から24日までの休校に対する通学定期乗車券等の払戻しに関する特例措置は
設けておりません。IruCa定期券の払戻等は、旅客営業規則に定めによるお取り扱いとなります。何卒ご理解賜りますようお願
い申し上げます。

4/13 電話
今回、子どもが高校に入学する際、電車の定期を購入した。コロナウイルス感染拡大防止として学校が休校になったので、払い
戻しをしたいのだが、通常の取扱い（月割）となるとのこと。バスは特例の払戻しをしているのだから、電車も特例の払戻しをして
ほしい。

ご入学おめでとうございます。弊社では4月13日から24日までの休校に対する通学定期乗車券等の払戻しに関する特例措置は
設けておりません。IruCa定期券の払戻等は、旅客営業規則に定めによるお取り扱いとなります。何卒ご理解賜りますようお願
い申し上げます。

4/14 メール
御社のアマビエのポスターをネット(Twitter)で拝見しました。
https://twitter.com/kkkkk6174tttt/status/1248980517728313344?s=20
素晴らしい作品なのでホームページに公開して頂けませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

ご意見ありがとうございます。お客様のご意見については、ことでんグループホームページのトップにございます4/17付けのト
ピックス「ことでん：新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う運行本数の減便について」のページで感染予防を呼びかけるため
に掲出させていただいております。今後ともことでんをよろしくお願いいたします。

4/14 メール あなた様の鉄道において新型コロナウイルス関連の対策はいつ解除になりますか。後、イベントの再開はいつになりますか。教
えてください。できれば7月にはイベントを再開してほしいです。お返事お待ちしています。

ご意見ありがとうございます。弊社では、現在コロナウイルス感染拡大防止を目的に2020年5月末までのイベント中止を決定し
ております。6月末までのイベントの開催の有無については4月末に決定予定です。それ以降のイベントの開催については、状
況等を踏まえながら開催有無を検討してまいります。

4/14 メール
新型コロナウイルスの影響に伴い、香川県内の小中高が臨時休校してますが、通学定期券の払戻が購入後、3日以内で無け
れば、日割りの払戻戻しが出来ないのは何故ですか?ことでんバスやJRでも対応されているのに何故対応していない理由に対
して理解に苦しみます。改善要求を希望します!

ご意見ありがとうございます。2020年3月の通学定期乗車券の特例払戻につきましては、国からの要請を受け、対応させていた
だきました。2020年4月の臨時休校の際は、官庁等からの通学定期乗車券の特別払戻に関する要請がなかったため、旅客営業
規則の定めによるお取り扱いとさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



4/14 メール

新型コロナウイルス対策する周知について。
東京在住の者で、年に数回長尾線を利用することがあります。琴電の公式ツイッターも拝見していますが、気になる内容があり
ました。それは琴電を利用するのをやめてしまった方がいらっしゃることです。その方のツイッターを確認したら、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に努められているみたいで、JRマリンライナーで感染防止のためにドアを開けて換気されてたところ他の乗
客から心無いこと言われ妨害されるということがあり、それ以降電車を利用されなくなってしまったみたいです。
コロナウイルスに関しては全国で感染拡大が進んでいて、亡くなられた方もいて悲しむ方もいて、香川県内でも感染者が増加し
て医療現場も追い詰められ深刻な状況になっているので、乗客一人ひとりが感染しない様に気を付けたり対策を取らないといけ
ないと思います。しかしその状況でも、ウイルスについて無関心で他人事にしか考えずわがままな乗客のせいで自分でできる対
策を妨害されたり阻止されたりするのは、見てるこちらも憤りを覚えますし許せないことだと思います。
でも、感染防止について関心ない乗客がいることを考えると、周知がうまくいってない可能性もあるのかなと考えます。上記のト
ラブルはJRでの出来事ですが、琴電では感染防止に関してはどのように周知されてるのでしょうか?それと個人的には下記のこ
とはしていただきたいかなと思います。1．コロナウイルス感染拡大防止に関する放送を車内・駅構内でしつこいと思えるくらい流
すこと(完全に周知できるまで)2．咳エチケットはもちろん、車内の窓開けによる換気、緊急性がない不要不急の会話を控えるな
ど乗客にも協力を求めること。2について、換気は空調設備だけだと窓明けと同等の換気効果が得られるかが分からないと国土
交通省から聞きましたし、西武鉄道の車内放送では空調設備の換気は不十分で窓開けの方が効果的だと聞いたことがありま
す。それと会話も飛沫感染の原因になると厚生労働省やyahooニュースでも聞いたことがありますが未だにマスクしないで会話
する乗客もいるみたいで、感染経路不明の感染者も増えてきているのでそのへんも注意しといた方がいいと思います。私の要
望は大げさだと思われるところがあるかもしれませんが、感染者数も最近になり急激に増えていてJR東などの鉄道関係者から
も感染者が出たと報告が上がっていて驚かれる方も多くはなってきていますが、Yahooニュースのコメントでは香川県のウイルス
に対しての意識は低く舐めてる人が多いというコメントを多く目にしました。香川県民全員がそうではないでしょうが、そのような
人が多いと収束はしませんし、救われるはずの命も救えなくなり、大切な人を失ってしまうかもしれません。東京も最初ウイルス
舐めてる人が多かったですが、今は緊急事態宣言が出され、仕事は休業に追い込まれ、生活が苦しくなっている人も増えてい
ます。高松などから感染者が増えてほしくないので琴電も対策をしっかり取っていただきたいと思います。

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おりましたが、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おります。またお客さまへ
の感染症対策へのご協力のお願いのポスターについては主要駅・全車両（額面）に掲出しておりますが、対策感染が拡大され
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。なお、弊社では、新型コロナウイルス感染拡大
「香川県緊急事態」宣言を踏まえて、2020年4月29日始発より当面間、運行本数の減便を行います。交通インフラの責任を守り
つつ、県民の感染リスクの軽減を考慮して、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を実施します。新型コロナウイルスを収
束させることが減便の目的です。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

4/14 メール
コロナにより学校が休校になりました。ことでんは、通学定期券の特例払い戻しはしないと言われました。前回の3月同様の取扱
いはしないのですか。ことでんバス、JRは対応をホームページにのせています。購入者の都合で払い戻しではないのに、特例
扱いにしないのですか?しないのであれば、理由を含めてホームページのお知らせに載せて下さい。

ご意見ありがとうございます。2020年3月の通学定期乗車券の特例払戻につきましては、国からの要請を受け、対応させていた
だきました。2020年4月の臨時休校の際は、官庁等からの通学定期乗車券の特別払戻に関する要請がなかったため、旅客営業
規則の定めによるお取り扱いとさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/14 メール
志度線の625-626Fの車内照明はLED化されているのでしょうか。外から見て明るく感じましたので質問致します。また、そのほ
かの車両で改良工事がなされている車両が有れば回答していただければなお幸いです。また、琴平線の1107-1108Fの行先表
示がLED化されているのと急行灯の撤去が行われているのは何故なのでしょうか。回答お願い致します。

ご意見ありがとうございます。車内灯のLED化は、志度線625-626号・621-622号、琴平線1205-1206号、長尾線1301-1302号で
す。また、部品調達が困難なことから1107-1108号の行先表示器をLED化、急行灯を撤去いたしました。

4/14 メール
コロナウイルスが落ち着かない毎日ですが、元気で動いていますか？4月18日は私の41才の誕生日です。誕生日プレゼントとし
て時刻表やグッズなどを送ってください。楽しみにしています。

お誕生日おめでとうございます。弊社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り組みながら、地域の中で欠かすことので
きない暮らしと生命を支えるインフラの一部として、日々運行しています。

4/15 メール

通学定期券の払戻の件でお尋ねです!子供が今年から高校入学のため、御社の定期券を購入後に13日より学校が臨時休校に
なりました。そのため、10日まで利用し、11日に窓口で払戻しを申し出たところ、1カ月分は使用したことになるから、今、払戻すと
損だと言われました。現在、香川県では新型コロナウイルス感染症拡大の中、また、知事の緊急事態宣言の中、今後、更なる
臨時休校期間が延長する可能性があります。そのような状況のなかで、なぜ規則で決まっているのみの対応しか行わないので
しょうか。大変対応に疑問を感じます。是非とも、払戻対応の改善および対応が出来ない理由について明確な回答を要望いたし
ます。

ご意見ありがとうございます。2020年3月の通学定期乗車券の特例払戻につきましては、国からの要請を受け、対応させていた
だきました。2020年4月の臨時休校の際は、官庁等からの通学定期乗車券の特別払戻に関する要請がなかったため、旅客営業
規則の定めによるお取り扱いとさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/15 メール

前略　ことでんの電車部門にも新人が入り、慣らし運転をしているようですが、彼等は、酒飲んで運転しているのですか。すれち
がう車掌と運転手で、ウヒヒヒヒといったような笑い声がして、極めて不愉快です。酒でなければ、薬物でも用いているのかと疑
われます。少々、ことでんは上司が指導能力を欠いていると考えられます。社長が人事に全く責任がないとは思えませんので、
もう少し厳しく指導査察が望まれます。草々
ことでん社員の人権無視的な発言は、看過できません。利用者が我慢しなければいけない類いの暴言を、電車の車掌と運転手
で語りあい、笑っておられます。被差別部落への暴言も耳にしました。社員の採用をもう少し厳しくしないと、新聞やテレビにすっ
ぱ抜かれるだろうと思います。情報提供することは致しませんが、全国的な恥さらしになる前に、ご指導くださいますよう。官僚の
監督不行き届きなど、昨今、喜ばしくないことです。草々

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、二度とこのような苦言をいただくことのないよう執務態度につい
て厳重に注意指導いたしました。今回のご指摘を真摯に受け止め、管理職の資質向上を含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。

4/15 メール 琴平線の円座 瓦町間で人の乗り降りの少ない時間帯はいつですか?
ご意見ありがとうございます。主に通勤通学のご利用が多く、ラッシュ時間帯を過ぎた10時～16時は、ご利用が少ない時間帯と
なっています。ご利用のほど、よろしくお願い致します。

4/15 瓦町

時々、ことでんの電車の中で忘れ物が出ていますが、その時は乗車した時間や路線を言えば（電話にて）いいのでしょうか？も
し、それでも分からなかったら、いつも乗車する車両（例えば1087編成）を覚えているので、その号車を申せば分かるのですか？
コロナで利用者が減少していると思いますが、時々は利用するので運転取りやめだけは（ＪＲ四国にも出している）しないで欲し
いと思います。

いつもご利用ありがとうございます。駅や電車内のお忘れ物やご質問など、お急ぎのご用件は、電話でもご用件を承りますの
で、運転営業所TEL 087-831-6008まで、ご連絡ください。なお、弊社では、4月14日に「香川県緊急事態」宣言が発出されたこと
を踏まえて、県民の方々に不要・不急の外出を控えていただく為、4月29日始発より直近のご利用状況を勘案し、夜間と閑散時
間帯を中心に定期列車の減便を実施することを決定しました。感染拡大の防止対策にお客様のご理解・ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

4/15 高松築港
いつも高田駅をご利用頂いております。そこで気になったことをいくつか申し上げます。1.固定TELがボロ・・・・。気を付けて下さ
い。もしくは、買いかえを検討してはどうでしょうか？2.ツバメがよく巣を作る為、よく飛びつつあります。対策は何でしょうか？以
上でございます。又、お返じお待ち致します。

いつもご利用ありがとうございます。お申し出の公衆電話については、NTT設置の関係担当者様にお伝えさせていただきまし
た。なお、ツバメの巣については、待合所内にあり、巣立ちを楽しみにあたたかい目で見守っていただいているお客様も少なか
らずいられる上、現在、巣の中に卵があることから、現段階での撤去は考えていません。ご利用のお客様にご迷惑をおかけしな
いよう糞除けを設置するとともに清掃についても駅スタッフが適時行ってまいります。

4/15 メール

こんにちは。ことちゃんを始めとして、いろんなポスターなど、ことでんの広報のセンスがとても好きです。いつも笑ってしまいま
す。ことちゃんのLINEスタンプも好きです。最近、LINEスタンプでメッセージが自由に変えられるメッセージスタンプなるものが
色々と発売されているみたいなのですが、ことちゃんのメッセージスタンプが出る予定はないのでしょうか。出たらぜひ使いたい
です。よろしくお願いします。

いつも応援いただきありがとうございます。現在、新しいLINEスタンプを発売する予定はございませんが、お客様のご意見は今
後の参考にさせていただきます。今後ともことでんをよろしくお願いいたします。


