
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

5/1 メール

利用者の意見は社内で共有しているということですので、既にこれまでの経緯は理解しているという認識で貴方に直接意見申し上げます。そもそ
も本当に見ているのかも懐疑的ですが。通学定期券の払戻対応の件では、これ以上埒があかないので、御社に意見を申し上げることは時間の
無駄で無意味だと認識しております。今後は然るべき第三者機関に相談を申し上げます。以下、貴方方に申し上げたい内容です。これまでの、
御社の対応には、利用者を軽視した上から目線回答のオンパレードです。鉄道会社という、独占的なインフラ企業として胡座をかいた組織風土を
象徴していると言わざるおえません。御社HPの会社概要を見ても、小学生レベルの稚拙な記載で、トップのメッセージや経営理念、事業計画、決
算報告、コンプライアンス指針等、本来なら利用者等に開示すべき知っていただきたい内容も全くなく会社としてのビジョン等のない会社以外にど
のように形容すれば良いのか分かりません。トップ自らが、コーポレートガバナンスをしていだきますよう、お願い申し上げます。そうでないと、沿
線住民が不幸になりますよ。

ご意見ありがとうございます。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。

5/1 メール コロナの影響で電車が減っていますが、期間は未定ですか?
緊急事態宣言を踏まえ、2020年4月29日から夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便したダイヤで運行しています。新型コロナウイルスの収
束が未定であることから、当面の間とさせていただいております。

5/1 メール
お世話になっております。高松のインフラを支えて頂きありがとうございます。私は高松駅付近で商売をしており、その為通勤で毎日ことでん長尾
線を利用させて頂いております。今現在、香川の緊急事態宣言の営業自粛要請に基づき、お店の営業時間を時短営業で20時までにしておりま
す。後片付けもあるので、土日、祝日の長尾線最終20時というのは大変不便です。せめて21時台まで電車が乗れるよう希望致します。

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2020年4月29日から定期列車の減便ダイヤで運行しています。何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

5/1 メール

前回、新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策の特例措置で、通学用定期券の払い戻しの際、不当な扱いを受けた者です。今回の臨時休校
では、通学用定期券の払い戻しは行わないのですか。払い戻しをしないのであれば、臨時休校が決定した時点で、発表しないのですか。もうすで
に、二人分の定期券代13000円分、前回の定期券代を合わせると約20000円近く、払わなくてもいいお金を払っています。バスの定期券のの対応
は素早いのに、電車の対応は、なぜこんなに遅いのですか迅速な対応をして下さい。

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。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、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。

5/4 メール
この内容は、今後、臨時休校が延長されたとしても、前回行った特例による通学用定期券の払い戻しは行わないのですね。利用者の皆さんが分
かるように、ホームページにて周知をして下さい。全く誠意が感じられません。

香川県教育委員会や高松市教育委員会より、更なる休校延長の方向性が示されたことから、弊社より同教育委員会へ通学定期券の払戻しにつ
いて周知文を送付し、各学校へ周知いただくようお願いいたしました。また、同日に弊社ホームページでも掲載しております。何卒ご理解賜ります
ようお願い申し上げます。

5/4 メール
JRグループはこのような取り扱いをしている様ですが、ことでんグループは特例による通学用定期券の払い戻しは行わないのですね。はっきりお
答え下さい。

2020年4月からの休校にともなう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。ことでんバスについては、取扱いが異なります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

5/4 メール

学生定期を半年間買って、前回、コロナの対応はしてくれましたが、一ヶ月分定期が残っていましたが、1日、学校登校で使っただけで、日割りも
してくれしば、泣き寝入りしました。今回、琴平電鉄が前回そういう対応していたので、待っ入学から4日使ったあと、コロナでこが休学になってし
まったので、前回のことがあり、登校があったのに現金で払い、定期を置いていました。今回もコロナが原因なのに、対応が遅すぎですし、どうち
がうんでしょうか?日割りをしてください。冷たい対応ではないかと思います。前回、JRは日割り計算してくれたようですが?このやり方でいくのです
か?気持ちよく琴平電鉄を使いたいのにこれからずっと不満を思いながら子供たちを通学させないといけません。今やからこそ、心温まる対応を
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、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。2020年3月は、1ヶ月の休校期間であったこ
とから、特別払戻の設定を設けていました。その後、香川県が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
なっており、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ています。弊社では、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。ご利用開始日が4/8
からの3ヶ月や6ヶ月定期券については5/7までが1ヶ月となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

5/4 メール

通学定期券の払い戻しについての追加意見 その二。本日、上記内容で、問合せした者です。回答頂き、ありがとうございます。更に追加の意
見、確認になります。御社では、一ヶ月単位での払い戻しである事、理解しました。但し、御社は、香川県の指示に従うみたいですが、香川県が
払い戻しを要請しないと御社では、払い戻しを実施しないように感じています。又、このような非常事態における、御社としての方針が見えませ
ん。小生の長男長女については、通学定期券の開始期日は、4/10開始ですが、4/6の週は、通常の学校があり、10日のみ、1日間だけ使用して
います。翌週からは再度の臨時休校が開始されています。このような場合も、払い戻しの対象として考えてよろしいでしょうか?意図した不使用で
はありません。非常事態による不使用です。他の鉄道会社では、最終登校日を払い戻しの開始期日とした払い戻し対応を、場合によっては日割
り計算で払い戻しを実施しているところが多数あります。本日頂いた回答内容からは、払い戻しを実施している人もいるみたいですが、どのような
場合に払い戻しに該当するかが、よくわかりません。消費者側に立ち、定期券を使えない状況である事を鑑み、使用出来ていない日数分を払い
戻しする事は、社会通念上、あり得る事だと考えます。御社としても当内容について検討されては、いかがでしょうか?意図して定期券を使ってい
ないわけではありませんので、前向きに検討頂きたく、お願い致します。

何度もメールをいただき、大変恐縮です。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。ご回答させていただいている通り、当初に発
表された短期間の休校期間では、旅客営業規程の定める原則１ヶ月単位の払戻であり、既に払戻をされているお客様が不公平となるため、現段
階での急な規則の変更は考えておりません。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、何
卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

5/4 メール
IruCaニュースの更新情報をRSSで配信することをご検討いただけないでしょうか。
http://www.kotoden.co.jp/publichtm/iruca/iruca-1.htm

ご意見ありがとうございます。RSSでの配信は、現在のところ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。

5/4 メール

緊急事態宣言に伴う休校により、2020年5月11日の学校再開が未定であるため、IruCa通学定期券の有効期間が2020年7月5日～7月7日または
2020年10月5日～7日であるIruCa通学定期券をお持ちのお客様は、払戻しをされることをお勧め致します。上記は御社HPの一部で、世間の常識
を欠いた対応ですので意見申し上げます。現在、緊急事態宣言期間であり、また期間延長を予定している中、また、STAY HOMEが叫ばれ不要
不急の外出を抑制しようとしている中で、規則所定の払戻対応で、且つ然るべき期日までに払戻に来ないと、通常の払戻金額を収受するという
案内は非常識ではないでしょうか。通学定期券の利用開始日はほとんどの学生が同じの中で、払戻に来いというのは、緊急の外出に該当する
のでしょうか?無人駅がほとんどの御社で払戻窓口が限られている中、払戻対応で駅が集中し、不要な接触および駅員の感染拡大のリスクにも
つながるはずです。ICカードで利用履歴が分かるのであれば、使用していないことを条件に払戻できるはずですが、何故、もう少し頭を使って対
応出来ないのか甚だ疑問に感じます。新型コロナウィルス感染拡大防止のために、列車運休をしているのに、払戻は期日までにを推奨するの
は、どういう認識で検討されたのですか。これが、経営トップの判断なら利用者軽視の非常識式にも程がある対応以外どう表現すればいいので
すか。何故このような取扱を実施したのか、明確な回答を至急要請します。

緊急事態宣言に伴い、催物（イベント等）の開催は制限されており、弊社もすべて延期や中止とさせていただいております。鉄道の運行や定期券
の払戻の手続きにつきましては、必要なものとして外出の自粛硫要請の対象外と考えていますが、お申し出の通り、IruCa定期券窓口で複数人
のお客様が来られる場合がございます。弊社では、一定の距離を保つため、間隔をあけて並んでいただくようお願いしております。また、駅員の
飛沫感染対策として、駅窓口に透明ビニールを設置しています。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年5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。



5/4 メール

コロナ禍の中、お勤めご苦労様です！毎朝・晩通勤にて電車を使わせていただいております。減便・窓全開・施設消毒などコロナ対策を実施して
おられますが、1つだけ改善した方が良いと思われる点があります。乗務員さんがドア閉めるタイミングで鳴らしてる笛についてです。せっかくマス
クをしているのに、毎駅毎駅マスクをずらして笛を鳴らしているので意味がないと感じております。夫が体育の教師をしていますが、夫は笛の代
わりに電子笛？電子ホイッスル？なるものを使っていて、仙台にいる身内の列車の乗務員は、夫が体育の授業で使用している電子笛？電子ホ
イッスル？をドアを閉めるときに笛代わりに採用しているそうです。　身内いわく、お近くのJR四国さんも導入しているみたいです。そんなに高いも
のではないらしいです。昨日　長野の新幹線の乗務員さんもコロナウイルスに感染したとニュースがあったので心配して乗務員やってる身内に電
話しました。乗務員さんの感染リスクを大幅に減らす為、ことでんさんも導入してみてはいかがでしょうか？多くの方々が安心して通勤で利用でき
ると思います。

弊社の社員の業務に対し、お気遣いいただきありがとうございます。ご提案のありました件ですが、弊社では2020年5月11日から電子ホイッスル
の運用を開始いたしました。今後も手洗いやうがいの励行、マスクの着用を実施し、新型コロナウイルスの感染予防対策に努めてまいります。

5/4 メール
5月○日10時25分ごろ、円座付近の踏切で息子と下り電車に手を振っていたら、車掌さんが手を振り返してくれました。息子は大喜びでした。いつ
も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。社員の業務の励みになります。お客様に親しまれる行動と安心してご利用いただける鉄道を目指し、さらな
るサービスの向上に努めてまいります。

5/4 三条

4月29日以降の琴平線・長尾線の運用について　減便前日（4月28日）に長尾線613編成が夕方に走っていましたが、夜間に仏生山へ回送された
のでしょうか？仏生山の北側（8番線）に留置されましたが、主にレトロ電車が止まる場所にいました。営業用車両でこの場所に留置はいつ以来
でしょうか？主に減便された時間は600型が運用する利用者の少ない時間帯（朝ラッシュ時）が対象された為か、現在は休車されているのですか
（4日に1度のは入場している）もし、休車されれば、2011年の長尾線車両導入時以来（601編成、1089編成辺り）9年ぶりとなるのでしょうか？コロ
ナが終息され、元のダイヤに戻るまでは600型の運用は当面ありませんね？レトロ電車イベントに続き、600型まで運用が無くなるとは。病気（コロ
ナウィルス）には気をつけてくださいね。

ご意見ありがとうございます。お申し出の通り、613号は4/28の21:30頃に仏生山駅に回送しました。仏生山駅の8番線は、検査等で通常に使用し
ています。弊社で保有する車両の休車は無く、車両運用は、お客様の利便性を勘案し決定しております。ことでんのご利用よろしくお願いいたし
ます。

5/6 メール

以下について、速やかな回答をお願いします。4月29日からの運行本数の減便はいつまでくらい続けるのでしょうか?現在のように、当面の間、期
限未定、というのはいかがなものでしょうか。いわゆる「出口」をしめしていただきたくお願いいたします。このように、お願いすることの背景として、
次のような私なりの考えがあるからです。ことでんバスについては、「新型コロナウイルスの影響に伴う需要の減少により」5月31日まで期限を区
切って、減便や運休しているようです。電車のほうは、「「香川県緊急事態」宣言を受けて、ことでんでは感染拡大の防止に寄与するため」とその
理由が、バスにくらべてあいまいで、期限も示されてません。やはり、電車もバスと同様、利用者減にともなう、コストパフォーマンスの悪化などの
経営的な理由からの減便・運休なのでは?ですので、需要が回復するまで期限を区切らず減便・運休を続けるということでしょうか?仮にそうである
ならば、そのことを理由にあげて利用者・県民に周知してほしいですが、いかがでしょうか?

ご意見ありがとうございます。弊社もコロナウイルスの緊急事態宣言の解除や収束が分からないなか、期限を設けることができないため、当面の
間でご案内させていただいております。今後もダイヤの変更や通常ダイヤの再開が決まりましたら、速やかにお知らせいたします。ご理解・ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。

5/7 メール
今回の列車運行本数減便は痛いところではあります。せめて21時台(土日運行)を入れて頂きたいです。綾川で働いていますが終わるのが21時
20分ぐらいでそうすると朝来ることは出来るが帰ることが出来ないので不便でもあります。どうか検討のほど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2020年4月29日から定期列車の減便ダイヤで運行しています。何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

5/7 メール

通勤のために電車とバスを使おうと思います。割引について教えてください。IruCa定期を使い、バスは循環バスのためチャージで利用しようと思
います。1電車→2バス→3バス→4電車 となります。乗り継ぎ割引が適応されるのは、2と3でしょうか?フリーならば2と4のようですが、電車が定期
の場合はどうなりますか?また、回数割引は、定期でもすべてに適応でしょうか?時々帰りを車のお迎えに来てもらうため、定期を買うかフリーを買
うか悩んでいます。現在、新型コロナの影響で減便をしていますが、5/31より早く通常に戻ることは有りますか?

ご利用ありがとうございます。IruCa定期券の乗継割引は、2と3で、フリーIruCaの乗継割引は、2と4になります。なお、有効期間が終了したIruCa
定期券は、乗継割引の対象外となりますので、ご注意ください。回数割引は、IruCa定期券も適用しており、バス運賃が対象となります。IruCa定期
券は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月があり、長期間の定期乗車券がお得となっています。詳しくはIruCa定期券窓口にお申し付けください。2020年4月29日
から減便したダイヤで運行していますが、緊急事態宣言の解除や新型コロナウイルスの収束が未定であることから、通常運行の時期も未定で
す。

5/7 メール
本日、○時46分榎井駅から乗車しました。乗客は私一人でした。乗る時にドアが開いたので、すぐに乗りましたが、ドアが開いたと思ったら、すぐ
に閉まりました。肩にドアがドンと当たり痛かった。コロナで乗降客がいないからなのか安全運転ができていない。それでいいのでしょうか?乗降客
がいるいないにかかわらず注意義務を果たしてほしい!

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。当該車掌には、お客様の乗降確認と基本動作を徹底するよう厳重に注意指導いたしました。また、今
後も全乗務員に対して「発車時の確認」をはじめとして、事故を未然に防止するため、運行中は指差し喚呼による安全確認（基本動作）を実施し、
ヒューマンエラーの防止に取り組んでまいります。

5/7 メール

要用のみ申します。昨日(５月○日)、コロナ感染拡大に伴い、息子の定期乗車券の払い戻しのため、築港駅に出向きました。窓口担当者A氏は、
本人(息子)確認ができるものの提示を求め、規則だから規則を守れと言い張り、受け付けません。確かに、規則遵守は大事です。しかし、本人は
遠地に居て、証明するものが直ぐに提示できる状態でなく、手続きが遅くなれば、経済的不利益が発生します。社会的行動の自粛が必要な時に
は、通常とは異なった手続きの簡素化や柔軟な対応ができないものでしょうか。なお、払い戻し手続きは、担当者B氏により終えました。また、窓
口担当者A氏は、規則を金科玉条の如く主張し、窓越しのガラスに赤い用紙(本人確認が必要な旨を記載しているもよう)を張り付け、アピールし
ました。御社の対応マニュアルに基づき対応したと思いますが、担当者A氏の一連の言動はいかがでしょうか。画像を添付します。必要であれば
動画も提供します。

当該係員は、お申出の内容を理解せずに事務的な対応を行っていたため、接客対応等に関し注意指導いたしました。仕事に慣れていると思わ
れる職員であってもお客様に気を配り、好感を与えられる応対に努めてまいります。また、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。

5/7 メール
香川県の高校の休校が延長になりました。新型コロナウイルスの感染症対策の特例による通学用定期券の払い戻しは、今後行わないのですか
実施しないであれば、ホームページで周知して下さい。

香川県教育委員会や高松市教育委員会より、更なる休校延長の方向性が示されたことから、弊社より同教育委員会へ通学定期券の払戻しにつ
いて周知文を送付し、各学校へ周知いただくようお願いいたしました。また、5/1に弊社ホームページでも掲載しております。何卒ご理解賜ります
ようお願い申し上げます。

5/7 メール
先ほど10時19分林道駅発高田、平木、長尾行の1250形の1253-1254号の車両の電車に乗車をしていた時にだいたい午前10時の時間帯は、あ
んまり乗客も少なくいて、新型コロナウイルスに感染の影響とかの心配する必要は、ございませんでした。

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2020年4月29日から定期列車の減便ダイヤで運行していま
す。なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、雨天時を除き、終日車内の窓を開け換気やつり革等の消毒を実施しております。

5/7 メール
新型コロナウイルス感染拡大防止のための減便については致し方ないと思っております。電車の減便がいつまで実施されるのでしょうか?ことで
んバスの減便時刻表のページには5月31日までと記載されていますが、電車の方にはいつまでと書かれていません。このような状態の中大変恐
れ入りますが、いつまで実施予定なのか、ご教示いただければ幸いです。

ご意見ありがとうございます。弊社もコロナウイルスの緊急事態宣言の解除や収束が分からないなか、期限を設けることができないため、当面の
間でご案内させていただいております。今後もダイヤの変更や通常ダイヤの再開が決まりましたら、速やかにお知らせいたします。ご理解・ご協
力のほど、よろしくお願い致します。

5/8 メール
またことでん瓦町駅の2階コンコースがあるiruca取り扱い窓口で先月4月29日(水)から新型コロナウイルス感染拡大防止対策の特別ダイヤの志
度線・長尾線・琴平線のことでん電車の分がある時刻表を女性駅員に勤めていらっしゃる○○さんに「すみません時刻表お願いします。」と言っ
て、「一部ですか?」と聞かれていて、「全部お願いします。」と言って、下り便と上り便の各駅が記載している分の時刻表をもらいました。

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。今後もサービス向上に努めてまいります。

5/8 メール
コロナダイヤ運用について、午前8時代の便数減少により、余計混雑し三密状態の志度線です。通勤時間にあたり、2両編成はかなり満員電車に
なっていると思います。

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、志度線の午前8時台は3減便しております。2両編成数で運
行している便は、減便前も2両編成で運行しており、乗車調査をしたところ、乗車定員の半数ほどのご利用状況でした。減便ダイヤでの運行に関
しまして、ご不便をおかけしますが、時差通勤やご利用時の間隔に留意いただくよう、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/8 メール 車両を4から2に減らし三密の電車に恐怖を感じた。
ご不快な思いをお掛けし申し訳ございません。車両運用につきましては適時、ご利用状況を勘案しお客様のご意見も参考にさせて頂きながら検
討してまいります。減便ダイヤでの運行に関しまして、ご不便をおかけしますが、時差通勤など、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。



5/8 メール
琴平線について。コロナ感染防止対策で減便にするのはわかります。でも、減両するのは愚策としか思えません。ただでさえ減便によって、1便に
人が集中するのにさらに車両を半分に減らしては、無駄に満員電車ができあがります。これでは感染を防止したいのか、感染者を増やしたいの
かわかりません。減便は仕方ないと思います。でも減両は大反対です。ただちに元の4両編成に戻してください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2020年4月29日から特別ダイヤで運行しており、ご利用状況を調査・確認しておりますが、時差
通勤等にご協力いただいており、全ての便において満員電車の状況は確認できておりません。しかしながら、ご利用時の間隔に留意いただける
よう2020年5月13日から4両編成での運用に変更いたしました。外出の自粛が継続されており、引き続き新型コロナウイルスの収束に向け取り組
んでまいります。お客様のご理解ご協力をお願いいたします。

5/8 メール 夜中に、ことでんの線路の工事。コツコツコツコツトントントントンうるさい。
このたびは不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。線路の工事につきましては、電車の運行が無い夜間の作業が必要で
す。ご迷惑をおかけいたしますが､作業時間の短縮に努めるとともに、作業方法等に細心の注意を払い施工いたしますので、何卒ご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

5/8 メール
朝の8時台琴平線を利用してますが、減便となったため、1つの車両に人が集中。コロナ対策であるならば全くもって逆効果。減便は仕方ないと思
うがもう少し検証の上実行してほしい。

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、琴平線の午前8時台は2減便しております。2両編成数で運
行している便は、減便前も2両編成で運行しており、乗車調査をしたところ、乗車定員の半数ほどのご利用状況でした。減便ダイヤでの運行に関
しまして、ご不便をおかけしますが、時差通勤やご利用時の間隔に留意いただくよう、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/8 瓦町
琴平線を利用していますが、毎回、羽床－滝宮間で極めて強烈な悪臭が電車内に充満します。その時、いつも気分が悪くなり倒れそうになり、先
日は気を失いかけました。私は呼吸器が弱く、息ができなくなります。どうか、悪臭の源を清浄にするよう働きかけてくださらないでしょうか。切に
お願い申し上げます。又は、電車内に臭いが侵入しないよう気密性を改善してくださらないでしょうか。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。2020年4月4日からコロナウイルス感染予防対策として、雨天時以外は終日、車内の換気を行う
ため車両の窓を開けて感染予防に取り組んでいます。そのため、臭気が車内に入ってきたと考えられます。換気を頻繁に行うことも推奨されてお
り、お申し出の気密性の改善は困難です。ご理解並びにご協力をいただけますようお願いいたします。

5/8 瓦町
毎回思うのですが、車掌の車内放送のエチケットを改善して下さい。耳障り、意味不明、発音劣悪、大声で怒鳴るだけです。終始喋るのも勘弁し
て欲しいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌には、車内放送マニュアルを基本として、わかりやすく適切な音量で放送するよう指導して
います。今後も教習や添乗指導を通じて車内放送のレベルアップに取り組んでまいります。

5/8 手紙
ことでんさんへ　ぼくは、でん車がすきです。新がたコロナウイルスがこわいですが、おしごときをつけてがんばってください。また伏石えきができ
て、コロナウイルスがおさまったら、でん車にのりたいです。

温かいお言葉ありがとうございます。ことでんも感染の拡大防止の取り組みを実施しながら、運行を継続しています。新型コロナウイルスが収束
した際には、ご乗車お待ちしております。

5/8 手紙

琴平電鉄様　こんにちは。初めて手紙を書きます。僕は、小学6年生の○○です。2016年の春に琴平電鉄に乗って、高松のこんぴらさんへ行きま
した。昔、京浜急行で使っていた車両が多く使われているということが分かりました。又、速くてとても快適でした。それで琴平電鉄が大好きになり
ました。そこで今回は、琴平電鉄のキャラクターやドア注意シール・延長区間に新しい路線を考えました。ぜひご覧ください。ただ、長尾方面・志度
方面へは行ったことがありません。なのでコロナウイルスが落ち着いたら、長尾・志度へ行く計画を立てて楽しんでいます。早く乗りたいです。これ
からも、琴平電鉄を応えんします。最後まで読んで下さり、有難うございました。2020年5月

お手紙ありがとうございます。ことでんのキャラクター、ドア注意のデザインや路線など、たくさんご提案いただきありがとうございます。ことでんの
オリジナルキャラクター「ことちゃん」がICカード「IruCa」や電車・バスの色々なところで活躍しています。新型コロナウイルスが収束した際には、ぜ
ひ会いに来てください。

5/11 メール
コロナの緊急事態宣言は解除されてませんが、自粛要請が解除になって、電車利用者は増えてないですか?ここで、三密をつくるのは如何なもの
かと思うので、少なくとも夕方は、早く通常ダイヤに戻してほしいです。公共交通機関として。

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、運行本数を減便しております。乗車調査をしたところ、午後
のラッシュの時間帯の乗車率は14%～71%となっております。ご不便をおかけしますが、時差通勤やご利用時の間隔に留意いただくよう、お客様
のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/11 メール

過去にも何度か意見が寄せられているかと思いますが、琴平線の電車の揺れが気になります。毎日通勤で利用させていただいており、ありがた
く思っておりますが、あまりにひどいです。綾川から陶の間だけではありません。場所によっては体が浮きます。もちろん、線路の整備や電車の点
検などの対策はされているかと思います。しかし、揺れが本当に苦痛で仕方ないので、今一度改善についてご検討頂ければと思います。通勤方
法に琴電を選ばせていただいたのも、電車に乗っている時間がすきだからであり、琴電は香川県になくてはならない交通手段だとも思っておりま
す。どうかよろしくお願いいたします。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。電車の揺れについては、線路の状態を確認して計画的に修繕を行っており、安全運行に問題は
ございません。なお、動揺が大きい箇所では、軌道整備を外部に発注するなどして施設の改善や乗り心地の向上に取り組んでいます。今後も列
車の動揺を調査して、計画的に軌道整備・点検・補修を行い施設の改善・乗り心地の向上等に努めてまいります。

5/11 メール
引っ越して住所が変更した場合、Irucaに登録している住所は変更は必要でしょうか?落とした時の再発行のことを考えたら、変更の必要があると
思うのですが。

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。お問い合わせのありましたご住所が変更した場合には、お手数ではございますが、IruCa
窓口での情報変更の手続きをお願い致します。なお、変更手続きの際には、新しいご住所が確認できる公的証明書等をご持参いただきますよう
お願いいたします。

5/11 メール
ことちゃんの令和記念のIruCaのステッカーはもう発売しないのでしょうか?買い逃してしまいました。再入荷をどうか宜しくお願いしたいです。アマ
エビのものと一緒に買えたらとても有り難いです。いつでも待ちますのでなんとか宜しくお願い致します!

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。令和ステッカーについて、申し訳ございませんが今のところ再販の予定はございません。今回のお
客様のご意見は今後の参考とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

5/11 メール
義母のゴールドイルカが更新時期になっていますが、外出自粛の中本人が手続きする必要がありますか?免許証の更新のように特例で期間の
自動延長はありますか?

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。ゴールドイルカの更新につきましては、IruCa窓口において、更新期限の14日前より受け
付けています。なお、代理の方が窓口で手続きされる際には、名義人ご本人様と代理人様の双方の公的証明書が必要になりますので、ご用意く
ださい。なお、更新日までにお手続きができなかった場合は、一時的にカードがご利用できない状態になりますが、IruCa窓口で手続きされると更
新日を起算日として、6ヶ月間の更新が可能となり、ご利用いただけます。

5/11 メール

先日、琴電で、京急電車が走っているのを見ました。見かけたのは、2度目です。ネットで調べたら、2年前から京急ラッピング電車を走らせていた
んですね。あまり電車を利用していないので知りませんでした。東京に住んでいた頃、30年ほど京急電車を利用しました。そのうち12年間は、毎
日通勤で利用していたので、とても懐かしく思いました。まさか、遠く離れた四国高松の地で京急電車が見られるとは思わなかったので、大感激
です。私は、10年前に東京から香川県高松市に引っ越ししてきましたが、当初は各地から集められた様々な会社の電車が走っていて、とても楽し
みでした。最近は、統一されてしまったのでしょうか。また昔のように、各地から集められた懐かしい車両を走らせて欲しいと思っています。とても
良い企画だと思いました。これからも、様々な企画を楽しみにしています。

ご意見ありがとうございます。琴平線で運行しているラッピング電車の内、1081-1082号は京急時代の塗装を再現した「還暦の赤い電車」として
2019年3月～2021年3月まで、1083-1084号は京急電鉄の広告として京急電鉄2100形の塗装をベースとし2018年4月～2021年8月まで運行を予
定しています。ことでんでは現在レトロ電車の他、元京急電鉄、元京王電鉄、元名古屋市交通局の車両が活躍しており、今後のイベント等でも
ファンの方に楽しんで頂けるような企画を考えて参ります。

5/11 瓦町 1085編成を使用した試運転は三条から太田間の新駅伏石が開業したことを想定した訓練でしょうか？
ご意見ありがとうございます。弊社では、安全面やサービス改善を目的とした試運転を実施する場合がございます。通常運行に影響しないよう実
施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

5/12 メール

朝6:43琴平発に乗っているが、GW明けから、冷房が入っているのが、少し寒いです。なるべく冷房から離れて座っているが、コロナの影響か、例
年より乗車人数が少ないので特に冷えているのかもしれません。円座、仏生山等人が増えてから入れるか、こまめに止めたり入れたりの冷房調
整をして欲しい。換気で窓も開いており、通気も良く、余り車内が暑過ぎるとは感じません。始発からの冷房を控えてもらえませんか。夕方の電車
の冷房は、はじめ丁度良いくらいですが、円座以降人が少なくなっても、冷房がそのままなのが少し寒く感じました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車内の空調については、車内に設置している温度計や直接車内に入り体感により空調スイッ
チの入・切を行っています。車内の温度管理につきましては、季節の変わり目やお客様の体感よって難しいところはありますが、お客様に快適な
温度を提供できるよう、きめ細やかな調整に努めてまいります。なお、車内が暑いときや寒い時などは、遠慮なく乗務員までお申し付けください。



5/12 メール
琴電で通勤しています。GWウィーク中の緊急事態宣言の時はコロナ対策で減便は、しょうがなかったのかもしれませんが、今現在はどこの会社
もテレワークが一時終わりつつあり、人の数が増えているのに、まだ減便のままなので、通常の時より満員電車です。減便は、もうやめて欲しい
です。逆にコロナでハラハラしながら毎日乗っていて憂鬱です。これではコロナ対策ではないのでは?

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、運行本数を減便しております。乗車調査を行ったところ、
ラッシュの時間帯の乗車率は12%～72%となっております。ご不便をおかけしますが、時差通勤やご利用時の間隔に留意いただくよう、お客様のご
理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/12 メール
5月○日朝の8時前に高田駅でIruCaを初めて作る時に向こうの説明が理解できなくて困っていたのに逆ギレされた。本当に朝から最悪な気分
だった。客に対しての対応がおかしいと思う。

ご不快な思いをお掛けしまして申し訳ございません。当該係員には、接客する際に丁寧な言葉づかいで思いやりの接客を行うよう注意指導いた
しました。今後もお客様に対して、きめ細やかな接客を心掛けてまいります。

5/12 メール
こんにちは、いつもお世話になっております、今回はラッピング車両についてお伺いしたいことがあります、新型コロナウィルスの事情で暫く高松
へ行けなくなっていますので、あの京急ラッピングの車両(還暦ではなく、もっと前の1編成)は何月まで運行しますか?ありがとうございます。

いつもことでんをご利用頂きましてありがとうございます。琴平線1083-1084号は京急電鉄のラッピング広告電車として2021年8月までの運行を予
定しております。高松へお越しの際は、ことでんへのご乗車をお待ちしております。

5/12 メール コロナ対策で笛から口で吹かず手で鳴らすやつに変わってる。良い対策だと思う。
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。弊社では、2020年5月11日から電子ホイッスルの運用を開始いたしました。今後も、新型
コロナウイルスの感染予防対策に努めてまいります。

5/12 メール
コロナによる減便はいつまで続きますか?琴平線での通勤時間(夕刻)の減便により帰宅が遅くなるため、非常に不敏を感じています。せめても通
勤時刻は今まで通りのダイヤで動かせてほしいです。密を加速させています。

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、運行本数を減便しております。乗車調査を行ったところ、
ラッシュの時間帯の乗車率は12%～72%となっております。ご不便をおかけしますが、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。なお、通常
ダイヤは今のところ予定はございませんが、決まりましたら、弊社のホームページや駅などでお知らせしてまいります。

5/12 メール
4月2日に3ヶ月の定期を購入しました。高校は、1週間でコロナの為、休校。払戻しをチェックはしてましたが、案内が分かったは、5月5日。こんな
状況でいつから学校が始まるのかも分からず、5月末までの県立高校休校が決定した時点では、既に利用なしで2月目も電車を利用することなく
払戻し不可。こんな時くらいJRのような対応をしてほしいです。せめて、全然利用してない月の料金ぐらいは、返金して欲しいです。

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)までとなっており、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・また県立高校については5月31日（日）までの再々延長となりました。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。ご回答させていただいている通り、当初に発表された短期間の休校期間では、旅客営業規程の定める原則１ヶ月単位の払戻であり、
既に払戻をされているお客様が不公平となるため、特例の払戻しはいたしかねます。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、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

5/13 メール
琴平線を利用しています。17時35分に瓦町を出る便になっています。最近、車両を減らしましたか?通勤ラッシュに2両しか無いので、満員です。コ
ロナ対策から考えるともう1車両増やしたほうが良くないですか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出の時間の車両編成は2020年4月29日から2両編成に変更して運行しておりました。直ちに
乗降調査を実施し、2020年5月13日から4両編成での運用に変更いたしました。今後も状況等を踏まえ快適にご利用いただけるよう車両運用を
行ってまいります。

5/13 メール 琴電の電車の減便はいつ終わる予定ですか?私の短期バイトの都合で出来れば6月下旬～7月末までは深夜も運行して欲しいです。
いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、運行本数を減便しております。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き取り組んでまいります。ご不便をおかけしますが、時差通勤やご利用時の間隔に留意
いただくよう、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/14 潟元
8時台に改札口の客に対して写真を撮っている人がいるが目的/利用について説明がない。コロナ関係かもしれないが、以前ストーカーにあった
ことがあり、勝手に写真を撮られることに抵抗がある。顔はうつしてないかもだが、説明はしてくれてもよいのでは？こわい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。5月11日は、報道関係者が高松築港駅の改札前の様子を取材されていました。翌日の紙面で掲
載されていましたが、写真はいずれも加工されており、お客様のプライバシーには、細心の注意が払われていました。今後、同様の取材申し込み
があった際には、お客様にご配慮いただくよう申し伝えてまいります。

5/14 メール
こんにちは。高松北高校3年の○○と申します。学校の課題研究活動で、ことでんを初めて利用する方へ向けたポスターを制作しようと考えてし
ます。可能でしたら、初めてことでんを利用する方へ向けたお願いや注意点等、また、乗り降りする際に切符をどのように扱うのか教えて頂けな
いでしょうか。お手数おかけします。よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。課題研究にことでんを題材にしていただき、ありがとうございます。ことでん路線図、きっぷの買い方、電車の
乗り方、お得なチケット情報等につきましては、ことでんホームページの「おでかけ観光」「ことでん沿線・ガイドブック」を参考にいただければと存
じます。

5/15 メール

(1)琴電電車と琴電バスでのIruCaカード利用について伺います。琴電電車では精神障がい者への割引が行われていないと存じます。一方、琴電
バスでは精神障がい者への割引が行われております。このような一方だけ障がい者割引が対応している場合は、フリーIruCaを購入し、電車利用
の際はそのままタッチしての利用で、バス利用の際は障がい者手帳を提示して半額処理をしていただけるのでしょうか?それとも現金での利用し
かできないのでしょうか?SuicaやPASMOといったIruCaではない他ICカード乗車券をお持ちの精神障がい者への利用方法もお聞かせ下さい。IC
カード乗車券が普及している時代に、障がい者に対して現金での利用を求めるのは企業努力の欠如と存じます。(2)精神障がい者への割引が鉄
道線での導入ができない理由について。身体障がい者手帳、療育手帳と同様に精神障がい者手帳も本人顔写真の貼り付けが基本となっており
ます。その上で、ご存じの通り政府は「三障がい一元化」および「障がい者差別解消法(禁止法)」を施行しており、障がいによる差別や区別は行
わないよう事業者に協力を求めております。このような背景から障がい者割引を導入している運行事業者において、精神障がい者への割引を対
応しない理由を差し支えない範囲でお聞かせ下さい。コロナウィルスによる影響もありできるだけキャッシュレスの動きが進んでおります。障がい
者の利用も同様です。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。メールにてご返答のほど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。ことでんバスをご利用される精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお客様は、フリーIruCaをご利用し降車される場
合は、ICカードをタッチする前に乗務員にお手帳をご掲示いただく事により、乗務員がIC機器の操作を行い普通運賃の半額（5円の端数は切り上
げ）をICカードから引き去ります。また、SuicaやPASMOなどの全国交通系ICカードにつきましても降車時にお手帳をご提示いただきましたら、フ
リーIruCaと同様のお支払い方法となります。なお、ことでんの電車は、都市部の一部の公営交通において障害者手帳交付者への運賃割引が実
施されていることは承知しております。しかしながら、ＪＲ各社また大手民鉄各社では、障害者手帳交付者への運賃割引は行われておりません。
弊社においても、地方民鉄の厳しい経営状況のなか、障害者手帳交付者への運賃割引の原資を捻出することは困難です。何卒ご理解下さい。

5/15 片原町
駅員の態度が低レベル。まともに受け答えができない人間が多く、社員教育をしっかりしてほしい。その場にあった柔軟な対応が出来ないなら、
人数を減らすべき。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該係員に確認したところ、片原町駅の遮断機が降下をしていたため、踏切を通行できないご
案内をさせていただきました。事故の防止にご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。なお、駆け込み乗車は大変危険ですので、お早め
に駅までお越しください。



5/15 三条
4月下旬の事。イルカBOXのご意見と回答の件ですが、ＨＰではたくさん意見があるのに対し、駅では紙1枚分である。今回はメールからの意見が
大半であったからか、貯わるスペースがない為、駅だけのせたのですか？来月度はメールからの意見がどのくらいの数になるかどうかによって
駅に掲出するのか決めてるのですよね？

いつもご利用ありがとうございます。2020年4月16月～30日の期間で弊社に寄せられたご意見は68件でした。すべてのご意見の回答を駅に掲載
することは、スペースの確保が困難であったため、駅に設定しているイルカBOXに投函されたご意見の回答のみとさせていただきました。ホーム
ページには全件掲載しております。よろしくお願いいたします。


