
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

4/16 メール
琴電仏生山駅について。17時になると西側改札が閉鎖されているが、その理由が知りたい。みんなの病院勤務の方も多々電車を利用されてお
るが、17時に閉鎖するのは早過ぎないか。不便である。今後開門時間の延長を検討していただきたい。よろしくお願いします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。仏生山駅の西口の営業時間は、関係機関と協議し現在の時間とさせていただいており、現在のところ
時間の延長は、計画しておりません。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

4/17 メール
座席に境目(簡易な線を引くだけでもいい)を作り一人が座るスペースを分かるようにしてほしい。今朝も座席に4人座っており私が座ろうとしたが
年配の男性が横にズレてくれず不快な思いをした。ちなみにその男性の逆側はかなりスペースがあった。また、座席の壁に6人掛けです。と書か
れているが明らかに6人は座れない。5人掛けという表記に訂正してほしい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。座席のシートを改修するためには、多額の費用が必要となるため、実施は困難です。ご理解くだ
さい。なお、座席の定員数については可能な限り多くの方に座って頂けるよう詰めた状態を想定して表示させていただいております。マナー向上
を目的にポスターの掲示や車内アナウンスでご案内し、お客様にご協力いただけるよう取り組んでまいります。

4/17 メール

今年の正月に旅行で電車を利用しました。ただきっぷを買って電車に乗るだけなのに、駅員さんや、車掌さんの、細かな気配りがあり、とても気
持ちよく利用できました。ありがとうございました。瓦町FLAGの屋上から眺める、高松の景色も最高でした。コロナウイルスで大変だと思います
が、がんばってください!!遠くからではありますが応援してます!コロナが収まったら、香川に行って、ことでんに乗って、うどん巡りでもしたいです。
ぜひ今度は、足を伸ばして、琴平のこんぴらさんなどにも行ってみたいですね。また必ず行きますので、その際はお世話になります!これからも応
援してます。

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、サービスの向上に努めてまいります。

4/17 瓦町 かんいけんばいきの駅はどこの駅ですか（名前も） ご意見ありがとうございます。簡易券売機は、高松築港駅と瓦町駅（志度線口を除く）以外の全ての駅に設置しています。

4/17 高松築港 武漢ウイルスの対策のために、駅や車内などにアルコールの消毒液を置いてほしい。
駅施設や車両等の消毒作業を定期的に行い,感染防止に全力で取り組んでおります。感染拡大の防止にご協力いただきますようお願いいたしま
す。

4/17 潟元
毎回思うのですが3両編成の車輌がいつも雨垂れで汚れていて、今回乗った車輌先頭（804）がいつも以上に垂れてきたない。イメージダウンにな
りうるだろう？回送車輌になり今橋駐車車両場に入ったら、洗車を実施したらどうですか？最近洗車姿は見てないよ。どの乗客はそう思っている
と思います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。4月23日の検査入庫日に洗車を行いました。今後もお客様が快適にご乗車いただけるようきめ
細やかな洗車等に努めてまいります。

4/17 潟元
最近「うん」と思う事があるのですが、朝の通勤時間帯ですが8時30分過ぎまでは、今問題になっている（3蜜）車輌の上側の窓をあけての走行で
きないですか？車輌の中の乗客はマスクなしの方や平気でクシャミする方もいるので、東京の東急か京急は上部窓をあけて走行しているので、
琴電さんも考えてみては！回答お願いします。

ご意見ありがとうございます。当社では、コロナウイルス対策として、2020年4月4日から車内の換気を行うため一部の窓を開けて運行しておりま
したが、緊急事態宣言を受けて雨天時以外は、車両のすべての窓を開けて終日運行しております。再度、乗務員には車内の換気を徹底するよう
周知を行い、感染予防に取り組んでまいります。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。

4/20 メール

4月29日からの電車の減便に大変ショックを受けました朝の使用している便がなくなりました、帰りの便が約半分になりました通常に出勤しなけれ
ばならない人のことを切り捨てるのですかコロナ対策は最も重要ですが、絶対に会社に行かなければならない人もいるのですよ。行かなければ
ならない人などは、便数が大きく減少してもいいとお考えですか。この減便によって電車がこれまでより混雑する可能性が高くなると思われます。
駅員、運転士の方も感染の心配があることは理解しますが、電車内では別室にいるのだから、直接接触することはないはずです。出勤しなけれ
ばならないような人は感染リスクが高まってもいいのでしょうか。何度も言いますが休みたくても休めない人もいるのです。減便がひどすぎます。

これまでに感染拡大の防止対策として車内放送で時差通勤を呼びかけると共に、車内の換気を目的に窓の一部を開けて運行に努めてまいりま
した。4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。この宣言を踏まえ、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。感染拡大防
止に何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

4/20 メール

「ことでんも感染拡大防止に寄与するため2020年4月29日より運行本数を減便いたします。」減便したら乗客の密度が上がって逆に「感染拡大に
寄与」するんですが理解されていますか?新聞報道→赤羽一嘉国土交通相は4月7日、通常通りのダイヤ運行を鉄道各社に求める考えを示した。
間引き運転や終電繰り上げを求めるかどうかを問われ「そうした検討は行っていない」とした。「運行の本数を減らせば乗客の密度が上がって感
染リスクが高まる恐れがあることも踏まえる」という。

4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。朝の
通勤ラッシュを除けば、ご利用は少なくなってきており、対象となる時間帯の減便おいて密度が高まることは無いものと考えています。また、夜間
の外出を控えていただくためにも最終電車の繰り上げを実施しています。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。

4/20 メール
新型コロナの感染拡大を防止する為に世界中が奮戦しているが、琴電は自分達の利益しか考えていないのか!この状況下で大幅な減便をすれ
ば、乗客の密度が上がって感染拡大のトリガーになりなねない事すら理解していないのか!

ご意見ありがとうございます。新型コロナウイルスが猛威をふるう中、全国で学校の休校や、企業には在宅勤務、時差出勤を要請して、人と人が
接触する機会を減らす努力がなされています。香川県では、4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。
弊社ではこの宣言を踏まえて、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
便を実施いたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

4/20 メール
高松琴平電気鉄道株式会社の「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」に反対します。新ダイヤを見てみれば便数
は半減以下という惨状、減っていた乗客の密度が反転して超々3密(密閉・密集・密接)になります。これでは「感染拡大防止」ではなく「感染拡大」
です!

4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。朝の
通勤ラッシュを除けば、ご利用は少なくなってきており、対象となる時間帯の減便おいて密度が高まることは無いものと考えています。また、夜間
の外出を控えていただくためにも最終電車の繰り上げを実施しています。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。

4/20 メール

琴平線を通勤で利用しています。新駅の運行に伴うダイヤ改正には、高松市外の特に、琴平駅ー羽床駅間から乗降する通勤の利便性向上を是
非ともお願いいたします。羽間ー瓦町を利用しており、通勤に約50分かかっているのが、少しでも軽減されればと願います。朝は6:43琴平発を利
用してます。琴平駅ー羽床駅へ直通で止まるのは1時間に2本のため、提案があります。(1)朝の通勤時間帯に快速列車を設ける(瓦町着7:30-
8:10頃のを)。現状より10ー15分でも時間短縮出来ればと思います。(2)朝は円座から混合い、立っている人も寿司詰めで、大変です。円座ー栗林
公園間で快速の止まらない区間を多目に設ける。円座駅以降の方のフォローは6:43琴平発の後続(滝宮発、一宮発)を4両で行う、便を増発する
等(3)官公庁のため、17:35瓦町発以降を帰宅便に利用しています。17:35瓦町発に間に合うことが難しく、せめてでも17:50と18:20瓦町発滝宮止ま
りが、平日、途中で2両運行にして琴平まで走ってくれたら嬉しいです。コロナ対策の時期ではありますが、平常運転に戻り新駅開通迄には、どう
ぞ、通勤時間の短縮と、平日の帰宅時間帯の琴平まで運行する便の増発をお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。快速列車の運行するためには行違いの施設の増設や列車の退避施設の設置が必要となり、現状の施設では快速
列車運行は出来ません。また、琴平駅までの列車の増便、運行区間の延長につきましても、行き違い設備等がなく設定することが出来ません。
ご理解ください。

4/20 メール
毎日通院でお世話になっております。長尾線平木駅2番線の時計の長針がぐるぐる回り続けています。昨日は正常でした。電車オタクの兄いわく
昔の電波時計の特徴で、2周して止まらないなら電池交換が必要とのことでした。ご確認よろしくお願いします。

直ちに平木駅の電池交換を交換いたしました。お申し出いただき速やかに修繕することができました。ご連絡ありがとうございました。

4/20 メール
三条駅にいる女性の駅員、毎回不快な態度だが、何があるのか?伺っても、わからない、と質問を言い終わる前に言う。今回で二度目。不快であ
る。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅係員には、お客様に対して思いやりのある接客をするよう厳重に注意指導いたしました。
今後も、お客様に対して笑顔で真心のこもった接客を心掛けてまいります。

4/20 メール 「新型コロナウイルス」の感染対策にともなうIruCa通学定期券の払戻しについて新学期以降の休校に対する払い戻し処置はないのでしょうか?
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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。

　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16月～30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。



4/20 メール

レトロ電車の営業運行を保守も困難な中続けられている事は、香川県の「生きた産業技術の伝承」や「郷土の誇り」としても大きな役割を果たして
いると思います。引退する車両を一畑電車の様に体験運転に活用する事で、歴史の伝承や地域貢献できないものでしょうか。多額の費用や人
員が必要なため寄付だけでは困難でしょうが、自治体や産業界とタイアップし今後も「香川の産業遺産」「ことでんのシンボル」として後世へバトン
を渡されればと思います。

ご意見ありがとうございます。現在のところ、23号と500号の譲渡先が決定しております。120号につきましても譲受依頼の連絡等を受けておりま
す。譲渡先では静態保存となる予定ですので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

4/20 メール 駅に貼りだしている4/29からの時刻表の字が小さすぎる。フォントを大きくしてもらえないでしょうか？
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。また、ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。4月29日からの特別ダイヤの時刻
表につきましては、4月20日に、より分かりやすい表記内容に変更し、全駅へ再掲出いたしました。

4/20 メール

この度、5月8日までの県立高校の臨時休校が決定しました。これに伴い、3月に取っていただいた定期券払い戻しの措置を今回も是非取ってい
ただけたらと思います。我が家は高校に入学したばかりの1年生の子がいます。ほんの数日しか学校に通えないままの臨時休校になりました。払
い戻しに行ったところ、3日以内でないと全額の払い戻しはできない、1ヶ月分は取られてしまうと言われて、臨時休校の延長による払い戻しを期
待してそのまま持っております。どうか前回のような対応をしていただけたらありがたいと思いますので、ご検討よろしくお願いします。

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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。

4/20 メール
新型コロナウイルス感染拡大防止対策で減便とのことですが、減便は感染防止にならないと思います。特に朝の時間減便を行うと電車の混雑が
酷くなり逆効果ではないでしょうか？香川ではリモートワークできる企業も少ないので、減便について再検討を、よろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。弊社では4月14日に香川県より発出されました新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言を受けまして、
県民の方々に不要・不急の外出を控えていただく為、直近のご利用状況を調査し、列車の減便を決定しました。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。

4/21 メール

子供が通学に利用しています。新型コロナの流行に伴い学校が臨時休校になり、定期券を3日間しか使わず休みに入りました。そのまま臨時休
校が延長になり初月分は3日分利用しただけで外出自粛と言う事もあり使わずに終わります。延長決定前に問い合わせした所通常の払い戻しに
なると言われました。3月の臨時休校時には特別に払い戻しがあった為、今回も特別に払い戻しがあると思い通常の払い戻しはせずに手元に置
いておりました。 また、バスは今回も特別に払い戻しがあったと聞いております。なぜ電車は通常の払い戻ししかしていただけないのでしょうか?
もし、特別に払い戻しが無いならその旨を早々に発表するべきだと思います。ものすごく不公平感を感じます!日割り計算などで払い戻していただ
きたいです!!電車通学定期券にも特別に払い戻しがある事を切に願います。

2020年3月の通学定期乗車券の特例払戻につきましては、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し1ヶ月分の返金対応をさせてい
ただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。なお、ことでんバス㈱は弊社の関連会社となりますが、乗車券等の取扱いについて
は異なります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/21 メール
4月から高校に入学し、4月8日～10日までの3日間定期で通学しましたが、その後休校になり定期を使っておりません。定期券の払い戻しはして
いただけますか?次の登校予定日は5月11日です。

ご意見ありがとうございます。通学定期乗車券の払戻につきましては、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。通用
開始後4日以上経った定期乗車券の払戻しについては、定期乗車券の券面運賃から経過月数の相当となる定期乗車券の運賃と手数料（100円）
を引き、デポジット（500円）を加算した額をご返金させていただきます。

4/21 メール
学生定期について。1カ月単位で定期を買ったけど、コロナの影響で学校に行けず全く定期を使えてないのに使用開始から3日以内でないと返金
出来ないと聞きました。こんな時期なのにこちらの都合でなく使えなかったのに返金対応してくれないのは凄く不親切だと思いました。状況を考え
て考慮してくれるなどして欲しかったです。一カ月延長など。

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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。

4/21 メール

コロナウィルスの期間中に仏生山で撮影会が開催されていた問題について、ことでん様から「2月23日時点では、香川県にコロナウイルス感染者
が出ておらず、香川県全体でも自粛要請は出ていなかったため撮影会は決行しました」とのお返事を頂きました。たしかにその段階では香川県
に感染者の発表はされていないのは自分も承知しております。しかし団体のメンバーは香川ではなく関東、関西、北海道からのメンバーも多く、
他府県からの遠征者が来る事で感染の可能性もあった訳です。万が一もあり得ますよね?そしてさらにこの団体は5月から新たなクラウドファン
ディングで赤い電車を再び走らせるようですが、仮にこれが成立して新たな赤い電車が走り出したら、全国からファンが来たりしませんか?その頃
にまだコロナが終息していない可能性もあります。自分達の欲望さえ叶えればそれで良いと思っていませんか?周りの事が全く見えていません。
自分はこの企画には大反対です。今一度考えを見直すべきです。よろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、2020年5月末まで全てのイベントの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慎重に対応してまいります。

4/21 メール

先日、ご意見した者ですが、回答がないので、至急ご回答いただけるよう再度ご意見いたします。学校休校に伴う、通学定期券の払戻の件です
か、香川県では、本日5月8日までの休校延長が決定となりました!また、御社からは香川県の緊急事態宣言に伴い、列車の減便も行う発表もさ
れました。なのに、何故通学定期券の払戻は規則通りの取扱なのですか御社の社長の方針では、『お客さまの声"を聞き、共有し、応える。』との
考えがあるにもかかわらず、利用者無視の軽視の考えは会社の方針に矛盾していると思いませんか。結果的に、3日間の期間しか使用していな
いのに、一カ月使用したとみなして払戻をする対応の方針転換を求めます。

ご意見ありがとうございます。ご返信が遅くなり申し訳ございません。2020年3月の通学定期乗車券の特例払戻につきましては、休校期間が１ヶ
月間であったため、特別払戻を設定し1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間
であったため、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。

4/21 メール
今度の電車の車両更新の時には、東京メトロ丸ノ内線から02系の先頭車をぜひとも購入していただきたいです。志度線でもいいので。さらに、列
車のワンマン化も。

ご意見ありがとうございます。車両の導入計画・ワンマン化は、現在のところ未定です。今後の車両導入時の参考にさせていただきます。

4/21 メール
コロナ感染のため学校の休講が延長されました。4月4日に新学期に伴い1ヶ月の定期を購入しました。5月3日まての有効期限となってます。学
校から5月10日までの延長になり使用する事が出来ないまま次の更新になってしまいます。この場合は、払い戻しは可能でしょうか?ご回答宜しく
お願いします。

お客様の定期券について払戻し手続きは可能ですが、旅客営業規則の定めによるお取り扱いとなり、払戻し額についてはデポジット500円をお
返しするのみとなります。（※使用開始後4日以上経った定期券の払戻しの額については、定期券運賃から経過月数相当定期運賃と手数料（100
円）を引いた金額に、デポジット（500円）を加算した額となります。※デポジットは全額返金いたします。）学校の再開日が決定し、お客様が引き続
き定期券をご利用になられる場合は、定期使用開始日の2週間前から更新手続きが出来ますので、そのまま大切にお持ちいただいても結構で
す。

4/21 メール 減便に伴う定期券代金の返金をお願いします。

4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定しております。減便に伴う定期乗車券の特例の払戻
しはございません。払戻しをご希望される場合は、旅客営業規則の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。

4/21 片原町
4/29からの減便、考え直して下さい。1時間に1本にして、できるだけ遅くまでお願いします。人手不足でいつも残業です。しょっちゅう22時まで仕
事です。本当にお願いします。

弊社では、4月14日に香川県から新型コロナウイルス感染拡大「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、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。

4/21 メール
何故、香川県内の学校休校に伴い通学定期券の未使用期間の払戻の対応を実施しないのですか。至急、払戻が出来るように対応をお願いしま
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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。



4/22 メール

定期券について払い戻しの対応が不十分です。自粛で外出できないのに窓口に来られないとできないとか、完全に学校が休みで使用していない
のをわかっているのに窓口に来られた日までの分は払い戻しできませんとか!JRは1年間の猶予を設けていますし、最終利用日からの払い戻しを
してくれますよ!高松市内の人はいいですが、そのほかから通学している場合は高松まで行って感染リスクを負ってまで払い戻しに行かないとい
けないのですか?3月末から使用していないのにその分の払い戻しはできないんですか!こんな状況なのにもっと柔軟な対応をしていただけないで
しょうか?早めに定期を継続した人が損をするんですね!

ご意見ありがとうございます。通学定期乗車券の払戻につきましては、原則、月単位の返金対応となります。2020年4月に決定された臨時休校の
際は、12日間の短期間であったため、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。

4/22 メール 緊急事態宣言によって休校が長引いています。3月は1ヶ月分の定期が払い戻されました。4月以降も同様の措置をお願いします。
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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。

4/22 メール 4月末からの減便について。土日に働いている人は無視ですか。終電の時間は何とかして欲しい。
弊社では、4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「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、お客様のご利用状況を調査し、夜間や閑散時の減便を決定いたしました。ご不便をおかけしますが、感染拡大の防止にお客様の
ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

4/22 メール
新型コロナウイルスにより、県立学校は、4/13  から5/8までは、臨時休校です。この期間の、通学定期券の未使用分は、払戻しがあって然るべ
きと思いますが、いかがでしょうか。既に検討されていましたら、前向きにお願いします。

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、休校期間が１ヶ月間であったため、特別払戻を設定し
1ヶ月分の返金対応をさせていただきました。2020年4月に決定された臨時休校の際は、12日間の短期間であったため、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。

4/23 メール

「無人駅を楽しむ方法」として、鉄道スタンプラリーで例えば、「高校の同窓会があったら?」A出席するB欠席すると書いた2択アンケートを駅舎内
に貼り、Aの方は、Aにスタンプし、Bの方は、Bにスタンプします。また、スタンプを使わない方法として、下車するとき、Aの方は、Aと書かれた箱に
切符を入れます。Bの方は、Bと書かれた箱に切符を入れます。また、回答したくない方や以前AかBに回答した方は、無回答と書かれた箱に切
符を入れます。面白いと思うので、メールしました。

ご意見ありがとうございます。弊社では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、2020年6月末まで全てのイベントの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慎重に対応してまいります。新型コロナウイルスが収束した際には、お客様に喜んでいただけるイベン
トを、企画・実施してまいります。

4/23 メール
高松築港、片原町、瓦町の3駅では定期券をクレジットカードで購入できますが、この3駅の窓口での普通乗車券や企画乗車券(1日フリー切符
1250円やことでんJRくるりーん切符2000円など)の購入、イルカへのチャージではクレジットカードは使えるのでしょうか?

ご意見ありがとうございます。クレジットカードでお求めいただけるのは、定期乗車券のみとなっています。他の乗車券等につきましては、現金で
のお取り扱いとさせていただいております。ご利用のほど、よろしくお願いいたします。

4/23 メール 今でも夕方の下り電車は絶対座れないのに、減便されたら朝のラッシュ並みに混むわ。琴電のせいで県内で武漢肺炎が蔓延しちゃうよ

4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。朝の
通勤ラッシュを除けば、ご利用は少なくなってきており、対象となる時間帯の減便おいて密度が高まることは無いものと考えています。また、夜間
の外出を控えていただくためにも最終電車の繰り上げを実施しています。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。

4/23 瓦町 減便なんてするなよ。不便になるだろ。何考えているんだ。
4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。減便
に伴いご不便をおかけしますが、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。

4/23 メール 今回の大幅な減便で帰宅時間帯の乗車率は軽く100%を超えるのでは?ことでんが高松市の新たなクラスターになるのでは?

4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。朝の
通勤ラッシュを除けば、ご利用は少なくなってきており、対象となる時間帯の減便おいて密度が高まることは無いものと考えています。また、夜間
の外出を控えていただくためにも最終電車の繰り上げを実施しています。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。

4/23 メール
教えていただきたいことがあります。高松築港から学園通り駅までの大人の定期券を購入しています。三か月の定期なのですが、一か月と数日
を残して払い戻しをした場合の払戻額を教えてください。よろしくお願いいたします。

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。お申し出の定期乗車券につきましては、定期券運賃－経過月数相当の定期券運賃－手
数料＋デポジット＝払戻額となります。42,730円－（14,990円×2ヶ月）－100円＋500円＝13,150円。なお、窓口に来られた日で払戻額を計算し、
残日数が1ヶ月以下となった場合は、払戻し金額がデポジットのみとなりますので、ご注意ください。手続きは、ＩｒｕＣａ定期券窓口でお願いいたし
ます。

4/23 メール 専門学校への登校で定期を買っています。コロナの影響で3ヶ月の定期を全く使っていません返金などはできますか?
通学定期乗車券の払戻しについては、旅客営業規則の定めによる通常のお取り扱いとさせていただいております。払戻しにつきましては、使用
開始後4日以上の場合、使用経過月数を差し引き、残額を払戻しいたします。通用開始日から月数ごとの計算になります。（定期券－経過月数
相当の定期券運賃－手数料＋デポジット＝払戻額となります。）ＩｒｕＣａ定期券窓口での手続きをお願いいたします。

4/23 メール
4/8より子どもが通学定期を使用しておりますが、緊急事態宣言により高校が休校になっております。3月のように特別払い戻しの措置は行われ
ないのでしょうか?現時点で3日間使用したのみなのでこのまま使用せずに有効期限が切れそうなのでどうしたらよいか悩んでいます。

お客様の定期券について払戻し手続きは可能ですが、旅客営業規則の定めによるお取り扱いとなり、払戻し額についてはデポジット500円をお
返しするのみとなります。日付を溯っての対応はいたしかねます。（※使用開始後4日以上経った定期券の払戻しの額については、定期券運賃
から経過月数相当定期運賃と手数料（100円）を引いた金額に、デポジット（500円）を加算した額となります。※デポジットは全額返金いたしま
す。）学校の再開日が決定し、お客様が引き続き定期券をご利用になられる場合は、定期券使用開始日の2週間前から更新手続きが出来ます
ので、そのまま大切にお持ちいただいても結構です。

4/24 メール
先ほどRNCニュースで、ことちゃんとアマビエの車内ポスターを拝見しました。ぜひ購入したいのですが、オンラインショップにはないようです。駅
などでも販売はされていないのでしょうか?購入できる手段がありましたら、教えていただけるとありがたく思います。未発売であればオンライン
ショップや駅で販売していただけると、喜ばれる皆さんも多いと思いますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いたします。

ご意見ありがとうございます。現在、感染症予防ポスターについて駅等での販売は行っておりません。今回お客様からいただいたご意見は今後
の参考とさせていただきます。



4/24 メール

稚拙なご回答ありがとうございました。御社の見解は、国に要請されれば払戻の特例措置を実施するが、利用者の声は無視するお客様目線度
外視の会社という認識でよろしいか。これは主体性のない経営陣の経営判断ということで理解すればよろしいでしょうか?そもそも、教育委員会の
方針で学校に行きたいのに、学校休校のため行けないだけなのに、それを逆手に取り、払戻戻し実施しないのは、ある意味誠意に欠け呆れを通
り越しています。グループ会社のことでんバスやJRも払戻の特例措置を行なっているのに、何故御社が頑なに規則通りの扱いなのか、再度納得
する明確な回答を求めます!

説明不足でご不快な思いをおかけして申し訳ございません。通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位（１．３．６ヶ月）でご
利用いただくことを前提として、1ヶ月63％、3ヶ月68％、6ヶ月73％の割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期
券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという
制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校については、2020年4月13日（月）～4月24日（金）までとなっていました。土日も
含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、3ヶ月定期で10日（片道運賃×2を1日分とする）のご利用で、1ヶ月定期券代
分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県か
らの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時休校期間が5月8日（金）までに再延長されるなか、お客様がお持ちのご利
用開始日が4/6.　4/7.　4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払
戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせがきています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学
定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをされることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客
様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向
性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

4/24 メール

経営陣の皆様以下、JRの払戻戻しの取扱です。少しは世の中のトレンドを勉強してみてください。〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、2020年4月7日に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発出されたことによる外出自粛要請を受け通勤や通学を取りやめた場合について
は、以下の条件にいずれも該当されるお客様は、2020年4月7日以降の日で最終使用日を確認させていただいたうえでその日を基に、当社の規
定により計算した額を払いもどしいたします(所定の手数料がかかります。)　(1) 緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を理由とする払いもどし
(2) 緊急事態宣言の期間を有効期間に含む定期乗車券　当社の規定による定期乗車券の払いもどしについては、こちらをご参考ください。払い
もどし額がない場合もございますのでご了承ください。この取扱いは緊急事態宣言の終了日の翌日から1年以内であればお受けいただくことが可
能です。※ 定期乗車券には、快てーきを含みます。※ 定期乗車券の払いもどしの際は、公的証明書(免許証、学生証等)のご呈示が必要です。

説明不足でご不快な思いをおかけして申し訳ございません。通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位（１．３．６ヶ月）でご
利用いただくことを前提として、1ヶ月63％、3ヶ月68％、6ヶ月73％の割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期
券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという
制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校については、2020年4月13日（月）～4月24日（金）までとなっていました。土日も
含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、3ヶ月定期で10日（片道運賃×2を1日分とする）のご利用で、1ヶ月定期券代
分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県か
らの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時休校期間が5月8日（金）までに再延長されるなか、お客様がお持ちのご利
用開始日が4/6.　4/7.　4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払
戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせがきています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学
定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをされることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客
様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向
性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

4/24 メール
今年の3月まで娘が高松に住んでいて、琴電を通学に利用しておりました。私も何度も高松に行って琴電を利用し、琴電ファンになりました。とこ
ろで、SNSで知り合いが最近話題の『アマビエ』ってことちゃんに似てないか?と!「ことちゃん」にズラ被せて「チャレンジ」すれば良いのにね(^0^)琴
電の関係者の方々、お願い。と申しております。いかがでしょう?

ご意見ありがとうございます。現在、ことちゃんはアマビエとコラボして注意喚起のポスターや、グッズではステッカーを販売させていただいており
ます。今後ともことちゃんをよろしくお願いいたします。

4/24 瓦町

昨日（4/19）は落とし物を届けて下さり、ありがとうございました。マルナカの商品券が入った封筒を落としました。居眠りをしていてあわてて下車
したのです。ケイタイで調べた事項を封筒の裏にメモしペンだけはカバンに入れたのは覚えていますが、「公文明」と聞きあわてて下車したので
す。5千円分の商品券だったので琴電にTELしました。届いてないと言われましたが、TEL№を伝えておきました。よかったです。本当に助かりまし
た。あの正直な車掌さんによろしくお伝えください。

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。

4/24 栗林公園

4月○日高松築港10時28分到着列車（1074号車）先日琴平線を利用した時に、疑問に思う事が2つあります。①1つは、太田～三条間で車掌が
通っていき、前側にいた男性と話していた。（乗客ではなく、車掌から話しかけた為）最初はICカードのチャージかと思っていたが、乗車券を拝見さ
れた後に、その人に少し激しい口調で口論（互いに）しているのが見えた。後でその人にきくと、日中の運用に走らない車両が特別に運用してい
たので、自分だけの楽しいイベントや思い出として利用していたと言っていた。乗車券の拝見することあるのでしょうか。ただですらＧＷのイベント
が中止されており、代わりにこの日を振替にして楽しい1日にしようとしているのに気分を害する発言はいかがなものかと。お客さんを気持ちよく
利用させるのが仕事じゃないですか？（車掌はおそらく○○）②もう1つは高松築港に降車した時におばあさんが、この駅で途中下車したいと話し
ていたが、出来ないと言われ、払戻しをするか聞いていた。琴平線内（各駅）から長尾・志度線内の各駅までの切符（乗車券）を使って当駅で下車
し、目的地まで行こうとしていたが、その場合どうなるのか？おばあさんは乗車券を使用し、当駅を途中下車してその乗車券で入場しようと思って
いたらしいが、それは出来ないのか？もしそのように利用するのであれば、どうすればいいのか？高松築港が途中下車出来ないことを知らない
人がいるので、もう少し案内等を徹底してほしい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌は、乗車券を確認するため、お客様にお声掛けさせていただき、IruCaカードの処理い
たしました。駆け込み乗車等を除き、通常は検札を行っておりませんが、乗車券等を確認させていただく場合がございます。ご理解下さい。なお、
弊社の旅客営業規則に途中下車のできる指定駅や終点駅では途中下車が出来ない規定を定めております。高松築港駅でお乗り換えをされる
場合は、高松築港までの切符と高松築港駅から目的駅までの切符をご購入していただく必要がございます。

4/24 メール
電車の運賃表・時刻表のページ（http://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/time/)に
「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」へのリンクを貼ってますが、リンクのアドレスが誤ってるようです。(×korona
⇒ 〇corona)気になったのでご連絡までさせていただきました。

この度はご意見誠にありがとうございます。確認したところ確かにcoronaではなくkoronaになっておりました。早急にアドレスを修正いたしました。
この度は、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。今後ともことでんをよろしくお願いいたします。

4/27 メール
36列車乗務中の事ですが、綾川～陶間でカメラを構えた人が十数人密集して「最終定検出場」のヘッドマークを取り付けたレトロ車両を撮影して
いるのを目撃しました。試運転とはいえヘッドマークを取り付けて走行させるのは人を集める事に繋がり、全てのイベント等を自粛している現在の
状況にふさわしくないと思います。

ゴールデンウィーク中に23号車の引退イベントを実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大により延期となっています。今後の状況
等を踏まえイベントの実施有無を決定してまいりますが、中止が決定した場合に備え、非公表でヘッドマークを取付て走行いたしました。貸切電
車の運行等、情報漏洩がないよう管理体制を徹底してまいります。

4/27 メール
4月に高校に入学しました。入学式で定期券を受け取り、すぐに休校になり、休校延長で1ヶ月一度しか定期券を利用しないまま期限切れになり
ます。ホームページでは払い戻しや期間延長などの記載はないようですが、そのような措置はないということですか?親との約束で電車を利用す
るなら半分自分で出すという約束で購入したので何か方法があるのかと思い連絡させて頂きました。よろしくお願いします。

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位（1．3．6ヶ月）でご利用いただくことを前提として、高い割引率を設定しておりま
す。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。お客様の定期券について
払戻し手続きは可能ですが、旅客営業規則の定めによるお取り扱いとなり、払戻し額についてはデポジット500円をお返しするのみとなります。日
付を溯っての対応はいたしかねます。（※使用開始後4日以上経った定期券の払戻しの額については、定期券運賃から経過月数相当定期運賃
と手数料（100円）を引いた金額に、デポジット（500円）を加算した額となります。※デポジットは全額返金いたします。）学校の再開日が決定し、お
客様が引き続き定期券をご利用になられる場合は、定期券使用開始日の2週間前から更新手続きが出来ますので、そのまま大切にお持ちいた
だいても結構です。

4/27 メール

結論不明の長文のご回答ありがとうございます。要は払戻が出来ませんということがいいたいのでしょうか?私が申し上げたいのは、実際、今回
の休校措置では通学定期券の1ヶ月間の内、3日間しか利用していないのに、1ヶ月分の定期を使用したとみなし払戻対応を実施するという詐欺
的な御社の判断でしょうか?実際IC定期券では、利用状況もICカードを確認すれば、利用の有無が直ぐに把握できると考えてますし、学校側から
休校に伴い自宅待機するように要請されているので、利用していないのは明白な事実です。そのような状況の中でも、敢えて特例措置の払戻を
実施しないのかに対する御社の明確な且つ納得のいく回答を再度要求します。後、確認したいこは利用者の意見は御社の担当者の判断で回答
しているのか、それとも、担当する経営陣や役員等は理解しているのでしょうか?その点も明確な回答を要求します。

弊社からの回答に関しまして、重ねてお詫び申し上げます。当初に発表された短期間の休校期間では、ご回答させていただいている通り、原則
１ヶ月単位の払戻規定であることから、特別払戻の対応は考えておりませんでした。お客様のお申し出の通り、ＩＣカードの利用履歴で利用状況を
確認することは可能です。しかしながら、既に払戻手続きをお済みのお客様のデータを特定して返金させていただくことが出来ません。規則（特
例払戻などの設定）の変更によって、手続き済みのお客様が不公平となることから、ことでんとして、統一したご案内や説明にもとづいた取り扱い
とさせていただいております。なお、今後も弊社が提供させていただいているサービスがご利用できない場合や関係機関からの要請があった場
合のみ特別払戻を検討してまいります。



4/27 メール
御社の通学定期券の件で何度も意見申し上げているものです。戦後経験をしたことのない未曾有の状況の中で、通学定期券の払戻対応に対し
て規則所定対応しか行わないという凝り固まった発想は捨てて、これまでにない、新たな発想且つ考え方を180度変更するくらいの対応を希望し
ます。

弊社からの回答に関しまして、重ねてお詫び申し上げます。当初に発表された短期間の休校期間では、ご回答させていただいている通り、原則
１ヶ月単位の払戻規定であることから、特別払戻の対応は考えておりませんでした。お客様のお申し出の通り、ＩＣカードの利用履歴で利用状況を
確認することは可能です。しかしながら、既に払戻手続きをお済みのお客様のデータを特定して返金させていただくことが出来ません。規則（特
例払戻などの設定）の変更によって、手続き済みのお客様が不公平となることから、ことでんとして、統一したご案内や説明にもとづいた取り扱い
とさせていただいております。なお、今後も弊社が提供させていただいているサービスがご利用できない場合や関係機関からの要請があった場
合のみ特別払戻を検討してまいります。

4/27 メール

新学期が始まり、通学定期を購入しましたが、すぐにコロナにより休校になりました。結局3日しか使わず、4月11日以降乗っていません。5月10日
まで休校なので一か月分払い戻ししてくれるか問い合わせしたら、できませんと言われました。JRや他の私鉄等は、コロナによる定期は払い戻し
しますとあるのに、なぜことでんはしてくれないのでしょうか?   また、ことでんバスは一部コロナにより払い戻しみたいですが、バスができて電車
ができない理由も教えてください。

通学定期乗車券の払戻しについては、旅客営業規則の定めによる通常のお取り扱いとさせていただいております。使用開始後4日以上経った定
期券の払戻しの額については、定期券運賃から経過月数相当定期運賃と手数料（100円）を引いた金額に、デポジット（500円）を加算した額とな
ります。通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ
月73%の割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっており
ます。クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時
休校については、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっていました。土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9
日、3ヶ月定期で10日(片道運賃×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特
例の払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、
臨時休校期間が5月8日(金)までに再延長されるなか、お客様がお持ちの、ご利用開始日が4/6. 4/7. 4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ
月を経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わ
せがきています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻
しをされることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県
教育委員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。なお、
ことでんバス㈱は弊社の関連会社となりますが、乗車券等の取扱いについては異なります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/27 メール

以下、伊予鉄道の通学定期券の特例の払戻対応です。御社も参考にしていただくことを要請いたします。鉄道事業者として、エリアは違うけど真
摯に対応している鉄道会社はあります。沿線住民として、特に免許のない学生には、他に選択肢がなく乗らざるおえない必要があることをもう少
し理解してください。
[伊予鉄道HP]
2020.04.16新型コロナウイルスの影響による学校休校に伴い、電車通学定期(3ヶ月・6ヶ月)の払戻しについて下記のとおり取り扱いをします。対
象のお客様は定期券発売窓口でお申し出ください。対象となる定期券　電車通学定期(3ヶ月・6ヶ月)※有効開始日が4月1日以降の定期に限る。
特例措置期間　2020年4月17日(金)～2020年5月14日(木)特例措置内容。有効開始日からの経過日数が1ヶ月以下の場合は、下記のとおりとい
たします。払戻額=ご購入金額-使用済み金額※1-手数料520円。※1 期間中、使用済み金額を1ヶ月定期運賃から片道運賃×2×経過日数とし
て払戻し額を計算します。電車通学定期(3ヶ月・6ヶ月)は、お申し出日を4月14日とし、計算します。なお、4月1日以降、電車通学定期(3ヶ月・6ヶ
月)を払戻しされたお客様も差額がある場合がありますので、定期券発売窓口にお問い合わせください。

弊社からの回答に関しまして、重ねてお詫び申し上げます。当初に発表された短期間の休校期間では、ご回答させていただいている通り、原則
１ヶ月単位の払戻規定であることから、特別払戻の対応は考えておりませんでした。お客様のお申し出の通り、ＩＣカードの利用履歴で利用状況を
確認することは可能です。しかしながら、既に払戻手続きをお済みのお客様のデータを特定して返金させていただくことが出来ません。規則（特
例払戻などの設定）の変更によって、手続き済みのお客様が不公平となることから、ことでんとして、統一したご案内や説明にもとづいた取り扱い
とさせていただいております。なお、今後も弊社が提供させていただいているサービスがご利用できない場合や関係機関からの要請があった場
合のみ特別払戻を検討してまいります。

4/27 メール 着札や廃札をネットで販売して欲しい。

使用済のきっぷにつきましては、お降りの駅で係員が回収することを原則としていますが、｢旅行の記念｣として持ち帰りたいというお客様のご要
望にお応えして、係員が配置されている駅に限り、再利用防止に必要な措置を施した上でお渡しできることとしております。なお、手書き発券され
たきっぷや団体乗車券、乗越しの取扱いをしたきっぷ等につきましては、お客様へはお渡ししておらず、販売も考えておりません。ご理解いただき
ますようお願いいたします。

4/27 栗林公園 便数を減らして不便にさせたことで、ことでんには失望しました。もう利用しません。
4月14日に新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出されました。弊社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。ご不
便をおかけしますが、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。

4/27 メール 以前、通学定期券の払戻しに高田駅に行ったところ、つり銭が不足しており、払戻しができないと言われました。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様にご迷惑をおかけしないよう予備金を準備するとともに、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。

4/28 メール

いつも地域の足として頑張ってくださっている琴平電気鉄道の社員の皆様、いつもありがとうございます。とても感謝しております。今回は通学定
期の払い戻しに関してメールさせていただきました。前回の3月の時には特例措置として定期券の払い戻しの措置をしていただいたので、今回も
きっと特例の措置があるだろうと思い、HPを見ながらずっと待っておりました。しかしながら、バスが早々に払い戻しに応じてくださっていたのにも
関わらず、今日においても電車の払い戻しの知らせがなく、今後どうするおつもりなのかを教えていただきたいなと思って、時期早々かもとは思い
つつメールした次第であります。(すでに話し合われてたり、時期を見計らってからの決定済みの件なのであればすみません。)ＪRの方は早々に
払い戻しが出来ました。ICカードによって使った履歴の残ることでん様なら尚更対応できるはずと思います。学校に行きたくても行けなかった子供
達に対する特別な事例ということで、通学定期の場合は行っていない期間だけでも払い戻しに応じていただけたらとても嬉しく思います。今はこの
ような状態で、そのほかの件でもいろいろお忙しいとは思いますが、どうか通学定期券のことを検討していただけたらとてもありがたいです。琴平
電鉄の社長はじめ社員の方々は、とても仕事熱心で聡明だとお伺いしております。ぜひ一市民の声を反映していただけたらとてもうれしく思いま
すので、ご検討の程、よろしくお願い致します。

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ月73%の
割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。
クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校
については、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっていました。土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、
3ヶ月定期で10日(片道運賃×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の
払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時
休校期間が5月8日(金)までに再延長されるなか、お客様がお持ちの、ご利用開始日が4/6. 4/7. 4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を
経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせが
きています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをさ
れることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委
員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解
賜りますようお願い申し上げます。

4/28 メール
臨時休校に伴うイルカ定期の払い戻しについて。4/13から5/10までの約1カ月分の払い戻し制度はないのですか?以前、3/3から4/2の臨時休校
の場合は、HPのトピックスによると、払い戻しがあったようなのですが。

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ月73%の
割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。
クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校
については、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっていました。土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、
3ヶ月定期で10日(片道運賃×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の
払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時
休校期間が5月8日(金)までに再延長されるなか、お客様がお持ちの、ご利用開始日が4/6. 4/7. 4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を
経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせが
きています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをさ
れることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委
員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解
賜りますようお願い申し上げます。



4/28 メール 香川銀行南新町支店のIruCaチャージ機の表示部分が真っ暗で何も表示されない。早急に対処してほしい。
ご意見ありがとうございます。香川銀行南新町支店に設置のIruCaチャージ機については、故障していましたので使用中止とさせていただきまし
た。現在、修理対応を検討しております。ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

4/30 メール
4/29から運転本数が減便になるとの案内があり、このサイトに入りました。『詳細はこちら』をタップしてページが変わりましたが具体的にどの線
のどの便が減便となるのかサッパリ分かりません。年寄りにも分かりやすく案内してください。

ご意見ありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大の防止対策による特別ダイヤですが、減便している時刻を表示することにより、誤って
ご利用される場合があるため、減便となった電車の時刻表の列を空白としております。記載のある時刻は、現在の運行ダイヤとなります。ご利用
のほど、よろしくお願いいたします。

4/30 メール
家族が通学定期券を利用していますがコロナの影響で4/10～5/10まで学校が休校になり、丸々1ヶ月間定期券を使わない事になります。その間
の払い戻しをしていただきたいのですが、どうお考えでしょうか。

通学定期乗車券の払戻しについては、旅客営業規則の定めによる通常のお取り扱いとさせていただいております。通学定期券は、ご自宅の最
寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ月73%の割引率を設定しております。
発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。クーリングオフの意味合いで、
特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校については、2020年4月13日
(月)～4月24日(金)までとなっていました。土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、3ヶ月定期で10日(片道運賃
×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の払戻しや3日以内の払戻し
には該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時休校期間が5月8日(金)まで
に再延長されるなか、お客様がお持ちの、ご利用開始日が4/6. 4/7. 4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を経過することから、さらなる
休校延長があることを想定されたお客様は払戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせがきています。弊社では、5月
11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをされることをお勧めしていま
す。このままでは、今ご利用いただいているお客様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委員会へ、休校延長等につ
いて、4月末もしくは5月1日までには一定の方向性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上
げます。

4/30 メール

明確な回答をいただいたという認識がありませんので、再度、明確な回答を要請します。既に払戻手続きをお済みのお客様のデータを特定して
返金させていただくことが出来ません。規則(特例払戻などの設定)の変更によって、手続き済みのお客様が不公平となることから、ことでんとし
て、統一したご案内や説明にもとづいた取り扱いとさせていただいております。⇒既に、規則所定の払戻対応済の方に対しては、払戻の履歴を
確認すれば分かるはずではないのですか?後、定期券の申込用紙に連絡先が記入されているはずなので、連絡することも可能ではないのでしょ
うか?それなら不公平感も解消されるはずです。もし上記の対応が出来ないのなら、御社は常にそんな杜撰な対応しかしていないのでしょうか?ど
うしても、利用者の声を軽視した対応しか出来ないのなら、然るべき窓口には相談はさせていただきます。後、何度意見しても回答いただいてい
ませんが、利用者の意見は、経営陣の方も目を通した上での回答なのでしょうか?それとも、一担当者の意見なのでしょうか?こちらも、明確に回
答を要請します。

お客様からのご意見は全て社内で共有しております。「新型コロナウイルス」の感染防止対策により、臨時休校となった際の通学定期乗車券の
払戻しの対応等については、社内で協議し、お客様には統一したご案内や説明をさせていただいております。急な休校決定や休校期間の再延
長など、弊社としても対応いたしかねたところがございますが、規定の変更は考えておりません。定期乗車券は、この期間にほとんど毎日電車を
利用されることを条件に割引金額を設定しており、ご利用されるお客様が、ご不要になった場合に払戻を選択いただける取り扱いとなっていま
す。何度もメールをいただき、大変恐縮ですが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

4/30 メール

通学定期券で5月11日から香川県の学校の休校延長となった場合には、4月8日から利用開始の通学定期の場合、5月7日までに払戻処理をしな
ければ、また、更に1ヶ月間利用したとみなして、詐欺的な払戻の取扱を行うのでしょうか?その場合、仮に学校休校延長決定が、5月8日に決定し
た場合でも規則所定の払戻対応を行うのでしょうか?明確な回答を要請します。そのような対応をお考えなら、まさに、詐欺的な取扱以外何と申し
上げればよろしいのでしょうか。社長以下経営陣の皆さん。鉄道というインフラに胡座をかくことなく、本当に利用者目線で鉄道経営をしてくださ
い。本当に、これまでの回答も事務的で誠意も申し訳ないという態度も全く感じられない酷い回答内容ですよ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。「新型コロナウイルス」の感染対策により、学校等が臨時休校となった際の通学定期券の払戻し
については、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。今後また休校延長となりましたら、お客様には1ヶ月終了前に
払戻しをされることをお伝え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。

4/30 メール

通学定期券の払い戻しについての追加意見。先日、「4月からの県立学校の臨時休校に伴う通学定期券の払い戻し」について投稿した者です。
ご回答頂きありがとうございました。回答では、「2020年4月13日からの臨時休校の際は、通学定期乗車券の特別払戻に関する官庁等からの要
請がなかったため」とあり、払い戻しをしない旨の記載ありました。但し、現在の状況は、監督官庁からの要請は無いものの、香川県独自の緊急
事態宣言のうえ、政府からは全国に緊急事態宣言が出されています。更に期間の延長も検討されています。このような状況を受け、他の多くの
鉄道会社では、既に、払い戻し措置を延長する動きが、出ております。御社につきましても、他鉄道会社同様に払い戻し措置の延長対応を再度
検討いただきたいものです。利用者側の立場であれば、払い戻し措置延長は、あって然るべきと思いますが、いかがでしょうか?

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ月73%の
割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。
クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が当初4月8日に発表した臨時休校
については、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっていました。土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、
3ヶ月定期で10日(片道運賃×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の
払戻しや3日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時
休校期間が5月8日(金)までに再延長されるなか、お客様がお持ちの、ご利用開始日が4/6. 4/7. 4/8からの通学定期券が、5月上旬には1ヶ月を
経過することから、さらなる休校延長があることを想定されたお客様は払戻しに来られ、判断に迷われているお客様からは多数の問い合わせが
きています。弊社では、5月11日が登校日であれば引き続きお持ちの通学定期券をお持ちいただき、休校延長となれば1ヶ月終了前に払戻しをさ
れることをお勧めしています。このままでは、今ご利用いただいているお客様に大変なご迷惑がかかることが考えられ、弊社からは香川県教育委
員会へ、休校延長等について、4月末もしくは5月1日までには一定の方向性をお示しいただきたいという要望をお伝えしております。何卒ご理解
賜りますようお願い申し上げます。

4/30 メール
子供が高校入学し4月8日から半年の通学定期を購入しましたがコロナウイルスの影響で3日ほどしか使用せずに休校になってしまいました。27
日に登校日がありましたが、学校の先生がプリントを郵送してくれたので登校しませんでした。返金等の対応はしてくれるのでしょうか?

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位（1．3．6ヶ月）でご利用いただくことを前提として、高い割引率を設定しておりま
す。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。お客様の定期券について
払戻し手続きは可能ですが、払戻しの額については、定期券運賃から経過月数相当定期運賃と手数料（100円）を引いた金額に、デポジット（500
円）を加算した額となります。4月8日から5月7日までが1ヶ月となります。1ヶ月未満の経過日数はさらに1ヶ月として計算されますのでどうぞお気
をつけください。

4/30 メール

お返事ありがとうございます。なぜJRや他の私鉄がコロナによる返金があるのに、ことでんがないのかが説明されていませんね。実際に、10日も
利用していないので、不利益になりますが。3月はコロナによる返金があるのに4月ができない理由がわかりません。残念ですね。もし、これから
も休校が続くようであれば、できませんと冷たく一言言うだけでなく、たくさんの問い合わせの声にも、もっと柔軟に対応していただければと思いま
す。

弊社からの回答につきまして、ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当初に発表された短期間の休校期間では、ご回答させていただ
いている通り、原則１ヶ月単位の払戻規定であることから、特別払戻の対応は考えておりませんでした。香川県の緊急事態宣言や国からの緊急
事態宣言が全国へ拡大され、臨時休校期間が5月8日(金)までに再延長されましたが、この時点ですでに払戻しをされているお客様も多くいらっ
しゃいました。規則（特例払戻などの設定）の変更によって、手続き済みのお客様が不公平となることから、ことでんでは、統一したご案内や説明
をさせていただいております。急な休校決定や休校期間の再延長など、弊社としても対応いたしかねたところがございますが、定期乗車券は、こ
の期間にほとんど毎日電車を利用しますということを条件に割引金額を設定しており、ご利用されるお客様が、ご不要になった場合に払戻を選択
いただける取り扱いとなっています。ＪＲや他社と乗車券等の取扱いは異なりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。お客様が気
持ち良くご乗車いただけるよう、日々努めてまいります。

4/30 メール

いつも通勤で利用しております。温かい座席、心も温まります。4月29日からのことでんの減便について。コロナ事情は十分承知しているのです
が、仕事柄、コロナ対策のために毎日終電近くまで働いており、睡眠時間も毎日3時間とか4時間が続いている状況で、最終便が2時間も切り上
がると、残業が長く出来ないので車通勤に切り替えざるを得ません。寝不足で運転、しかも長距離となるので事故も心配です。また、定期券が無
駄になり自腹の駐車代とガソリン代が必要となります。いくら不要不急の外出を控えるとはいえ．．．遊んでいる訳ではないのでコロナのために
戦っている人のために、他の時間帯の減便は良いので、せめて最終便だけは復活していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。

新型コロナウイルス対策に大変尽力されていることに深く敬意を表します。新型コロナウイルス感染拡大「香川県緊急事態」宣言が発出され、弊
社では、この宣言を踏まえて、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、直近のご利用状況を調査し、夜間と閑散時
間帯を中心に定期列車の減便を決定いたしました。何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


