
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

6/16 メール
6月8日より一部の定期列車の運行が再開されましたが、全便の再開となっていないこともあり学校の再開により琴平線上り太田駅7:59～栗林公園駅8:05間の乗車率が
半端ないことになっています。せめてその1本後の仏生山駅8:03発の定期列車だけでも再開していただけないでしょうか

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。お申出の便につきましても運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を
再開いたします。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車
調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/16 メール

6月15日18時15分頃片原町駅に着きました。志度線の事故のアナウンスは流れていましたが、18時10分発の高松築港行きの列車が約７分遅れて発車しました。その時
のに上りホームに約5分遅れの表示が、出ました。その後に下り滝宮行きの下に約5分遅れの表示が出ました。滝宮行きがホームについたのは24分頃。志度線は18時26
分発です。瓦町に25分30秒位に着きました。瓦町駅のホームを走って階段の上まで来たときに発車の笛をならして、出発しますと言っていました。琴平線の発着も遅れて
いるいるのだから、志度線の発車も遅れた時間位遅く発車しても良いんじゃ無いですか？同じ会社だから少し臨機応変に３路線上下線で乗り継ぎをちゃんとお客の立場
に立って考えてください。次のダイア改編時期にもっともっと考えてください。JR四国も7月1日から通常ダイアに戻すと聞いています。早く元のダイアに戻してください。3密
は嫌です。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出当日は、長尾線の踏切において乗用車との踏切障害事故が発生したため、長尾線と琴平線に運休や遅延が発生いたし
ました。各線への乗継につきしては、遅れの程度によって条件がさまざまですので、遅延が発生していない線区では定時運行を基本として運行しております。遅延発生時
に他線への乗継が必要な場合には、車掌か駅の係員に申し出ていただければ、手配できる場合もございます。なお、遅延によりご乗車いただけなかった場合には、お求
めいただいた乗車券の払戻も可能です。また、減便ダイヤにつきましては、新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今
後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/16 メール
私、定期券を保有している者ですが、今日夕方長尾線がとまっていたため、バスを利用して帰りました。この分のバス代を請求したいのですが、どのような手続きを取れば
良いでしょうか?復旧目処も何も言わず、お待ちくださいのアナウンスもなく、すいませんだけ。。。これで鉄道会社として良いのでしょうか?場合によっては国交省に確認さ
せていただきます。記入しているアドレスに返事を下さい。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申出当日は、長尾線の踏切において乗用車との踏切障害事故が発生したため、運休や遅延が発生いたしました。異常時に
は、お客様への情報提供に努めていますが、今後も定期的な教習等を通じて、情報提供の向上に取り組んでまいります。なお、運休などが発生した場合には、弊社で代
替輸送を手配しております。お客様のご判断で他の交通手段をご利用された場合の運賃等はお支払い出来かねます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/16 メール 朝夜の本数が減便のままなので、学校が再開したのもあり、毎日満員でしんどいです。これでも増やさないのは、さすがに気狂ってます。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/16 メール
朝8時代の志度線に乗っていますが、減便以前のように8時台も10分毎の運行を再開していただきたいです。学校が再開されたこともあり、非常に混んでいます。ソーシャ
ルディスタンスが確保されているとは言い難い状況です。ラッシュ時のみで構いませんので、減便以前のように本数を増やしていただきたいです。 ご検討よろしくお願いい
たします。

現在、特別ダイヤで運行しており随時、乗車調査を行っています。志度線の朝のラッシュ時間帯におきましては、乗車率100％を超える便は確認できておりませんが、
2020年7月1日から定期列車の1部運行を再開します。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変
わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。

6/17 メール
格安航空LCCも7月1日から運航を開始します。ことでん様はいつから通常運行が始まるのですか？ずーっと県民の要望、お客の要望はさておき、自分の会社の保身だけ
を続けられるのでしょうか？お客の声にちょっとは傾けてください。お願いします。

ご意見ありがとうございます。お申出の通り、航空機の運航再開が発表されていましたが、全ての便の運航は、まだ先のことと思われます。しかしながら、通勤や通学の
時間帯につきましては、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の時間帯の運行を再開します。ま
た、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が
求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さま
のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/17 メール
志度線を利用しています。朝夕の電車は以前3両編成でしたが、いま2両編成があります。大変混雑しています。3密防止状態になっていますので、3両編成に戻してくださ
い。

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、志度線の3両は1編成が2020年6月末までの予定で定期検査を実施しています。定期検査により3両で運行できる車両が
無く、ご利用状況を調査して、現在の車両運用とさせていただいております。なお、随時、乗車調査を実施しており、車両運用を変更する場合もございます。ご不便をおか
けしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/17 瓦町

通勤で利用している者です。徐々に再開している便もあるようですが、通勤時に見かける電車は乗客が集中してかなりの密の状態です。三密を避ける意味でも今もなお
再開させていない状況は理解できません。早急に再開させていただきたいですし、それが無理でもせめて再開のある程度の日程は公表するべきだと思います。いつまで
も再開の目処もない状態で本当に困ります。同じような意見が既に何通も出ているようですが、未だ減便のままで非常に残念です。かなり待ったつもりですが、いつまでも
状況が変わらないので意見させていただきました。最低限、朝の通勤で使用する時間帯の便（7～8時頃）は再開させて下さい。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/19 メール

夜間の過度な減便をそろそろやめてください。特に土日不規則な勤務のため夜間の通勤に苦労してます。終電後はタクシーや徒歩など余分な金と体力を使い時間もムダ
にしています。定期代がもったいないです。感染拡大防止のため減便すると言うこともわかりますが、あなたたちの業務は地域の足を守る公共交通です。言いたいことの
意味わかりますよね?築港20:30が終電て。ちょっと意味わからないですね。山奥にある駅でもあるまいし。街中にある駅ですよね?もっと公共交通としての役目を果たしてく
ださい。もう我慢の限界です、そろそろ普通に戻したら?

ご意見ありがとうございます。休日夜間の時間帯につきましては緊急事態宣言の解除後、お客様からのご要望も多く頂戴しておりますので、7月1日より減便ダイヤの見直
しを行い、休日夜間の最終列車繰下げを実施いたします。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も
変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。お客様のご理解をお願い申し上げます。

6/19 メール

琴平線 下りの減便運行について　毎日、琴平線で高松築港駅から円座駅まで通勤しております。この路線のコロナ禍に伴う減便の為、下り便で夕方から夜間にかけての
滝宮行の電車が一宮行に変更になっており、一宮駅から滝宮駅までの利用客が多いにもかかわらず、通常ダイヤで15分間隔での運行が30分間隔での運行となり、然も2
両編成なので酷い混雑ぶりになっております。毎日帰宅の際に駅での待ち時間が余分に掛かるうえ、満員電車にいい加減疲れております。1日も早く滝宮まで通常通り運
行を再開して頂きたいと思います。
利用客は元に戻っているようですし、高等学校も全て再開され部活動をして帰りが遅くなる子供たちも多く、何とかして頂けないでしょうか?毎日、琴電琴平線を利用する者
の代表として強く申し入れさせて頂きました。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学の時間帯については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りに戻りつつあることから、2020年7月1日より通勤・
通学の時間帯の運行区間や運休便の運行を一部再開します。なお、車両編成につきましては、乗車調査をもとにお客様のご利用状況を勘案して決定しております。香川
県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生
活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/19 メール

通勤時間帯の電車の早期、平常運転を望む。本数の減少に加えて接続車両本数まで減少させており、世の中がほぼ平常勤務体制に戻った今では、ことでんの通勤電車
は、コロナ以前より混雑が激しくなっており、クラスターの発生にもつながりかねない感がある。JRなどは通常ダイヤに戻しており、ことでんの公共交通機関としての使命感
に大いに疑問を感じている。また、通勤定期を利用している私たちは、本来のダイヤで利用できる前提で通勤定期を購入しているのであって、極論すれば、ことでんの現
在の運行姿勢は、通勤定期購入者への契約不履行だと思う。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。電車内では、お客様に間近での会話や発声などリスクを減らすため
にも車内放送等でお願いしてまいります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し
上げます。

6/19 メール
転勤でイルカを使用することが無くなるので、イルカ定期を返却するのですが、残額を使いきって、デポジットのみ返却していただこうと思います。残額をなくすため、セブン
での買い物で、イルカの残額不足分を現金で支払うことができますか。(イルカと現金の併用)

ご意見ありがとうございます。IruCaをご利用いただけるセブンイレブンの店舗様は、ことでん瓦町駅店、瓦町駅東口店、高松サンポート店、大学正門前店、高松中央町
店、高松観光通２丁目店、高松JR栗林駅前店、小豆島土庄町店、小豆島オリーブタウン店、小豆島池田店、小豆島内海店の11店舗ございます。現金との併用につきまし
ては、店舗ごとに取扱いが違うため、お手数をおかけいたしますが、お買い物をされる前にご確認ください。

6/19 メール 志度線古高松8:08発の電車は、いつ再開になりますか?最近遅延も多くて困っています。
ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年7月1日より志度線の古高松8：08発（平日）瓦町行きの運行を再開します。香川県においては、感染予防対策期として新
しい生活様式が求められている状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまい
ります。引き続き、「安全」を第一にお客様が安心・快適にご利用いただけるよう運行してまいります。

6/19 瓦町
いつもお世話になっております。電車の減便やバスの減便により不便です。いつまで続きますか。今コロナは、大丈夫なはずです。よりよい公共交通利用をお願いします。
明日からでも増便してほしいです。タクシー代がかさみ生活苦しいです。

ご利用ありがとうございます。2020年7月1日より通勤・通学の時間帯の運行を再開いたします。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯につい
ても一部の運行を再開いたします。ことでんバスについても、2020年7月1日より空港通り線　通勤特急バス・屋島山上シャトルバス・イオン高松線以外、通常ダイヤで運行
いたします。現在も他都市などで新規の感染者が発生しているほか、香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められている状況であり、お客様のご
利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年6月16日～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。



6/19 瓦町
常識的にも、ダイヤの復活をしていただいても良い時期ではないでしょうか？特に朝の通勤時間の密な状態で減便のままでは、いつか感染する人が出るのではないで
しょうか。今後の予定について、明確に提示し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。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/22 メール 瓦町駅が高架化に対応していると言うのは本当ですか?詳しく教えていただきたいです!
ご意見ありがとうございます。1996年12月に現在の瓦町駅が完成し、当時は連続立体交差事業が計画されていましたので、瓦町駅は将来に高架駅となる計画でした。し
かしながら、2010年3月に連続立体交差事業の中止が決定されており、今年度から香川県が連立事業の存廃について検討しているところです。仮に事業が存続された場
合に原案通り計画されるかは未定です。

6/22 メール

減便あまりにも唐突にするのって、お客様に失礼じゃないですか?非常事態宣言解除されたのに?何で唐突に減便するんですか?おかげで赤信号で踏切も降りて駅にも目
の前で着けず自分を除いて5人も最終20時40分琴平行きの終電間に合わず永遠とホームに朝まで取り残されるんですよ?母親と子供の女の子が可哀想なので自分がこと
でんの頭イカれてる減便で最終がもうないですよ…って伝えました…女の子は「えー?帰れないの?」と涙目でした…おたくの(   -   )あんたの頭イカれてる減便で帰れない
帰宅難民増やして嬉しいですか?自分も電車朝6時40分の始発まで綾川駅で1夜野宿する気は無いので何十キロ歩いて帰ります。本当に酷い鉄道会社だわ。情けない。
笑えない。惨い惨すぎる。この話は他の家族友達や知り合いにも全国に拡散します。お客様をなめんなよ!ただコロナで採算取れないから減便してんだろうが?知ってんだ
よ。ふざけんなよ。お客様路頭に迷わせてくれてありがとう。末代まで呪ってやるよ。

ご意見ありがとうございます。休日夜間の時間帯につきましては緊急事態宣言の解除後、お客様からのご要望も多く頂戴しておりますので、7月1日より減便ダイヤの見直
しを行い、休日夜間の最終列車繰下げを実施いたします。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も
変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。お客様のご理解をお願い申し上げます。

6/22 メール

いつもお世話になります。毎日ことでんを利用していますが、今日の車掌さんの態度が気になったためご連絡いたしました。6/○瓦町駅○時○分発長尾行の車掌さんで
すが、次の停車駅を何度も間違える、マスクを顎にかけて喋っている、車掌室に戻らず、何駅も運転室に籠もっている上、停車中の車内放送とドアの開閉を運転士にやら
せている、列車が発車したにもかかわらず運転士に話しかけている、などが見られました。また、電子笛もおまけのように鳴らしているだけの様に見えました。切符の回収
も手で受け取っておられましたが、なんの為に運転室に箱が置いてあるのでしょうか。運転士と仲が良さそうでしたが、乗務員は緊張感の保てる組み合わせが良いと思い
ます。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出いただきました運行中の執務態度を確認したところ、社内ルールを守れておりませんでした。守れていないことで、
大きなミスや重大な事故に発展する場合もあり、当該係員には、業務中の執務態度について厳重に注意指導いたしました。当該係員には、今後も継続した指導教育に取
り組んでまいります。なお、ことでんでは全乗務員に対し、安全運行に関する教習を定期的に実施しております。お客様が安心・快適にご利用いただけるよう、今後も「安
全」を第一に更なる安全意識の向上に取り組んでまいります。

6/22 メール

〇〇駅 時刻表 と調べて最初に出る時刻表を見て、ことでんを利用しています。例えば仏生山駅ならこちらのページが出るのですが
http://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/time/eki_new/107bussyozan.htm
駅に着いてから、コロナで運休と知りました。オンラインの時刻表をいちいち変更できないということなら、サイトを休止するなどの対策が必要ではないですか?一時的に使
用できません・コロナで変更があります などの表示がないと、普通は時刻表を信じてしまうと思います。実際と異なる時刻表なら意味がありません。

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。時刻表について、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現在、各駅の時刻表ページに注意文を追加しております。今後も
少しでも分かりやすいホームページを心がけてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

6/22 瓦町 減便電車を戻してほしいです。混みあってる。（クレーム４）高松築港行き三条7：03分発
ご意見ありがとうございます。お客様がご利用いただいている時間及び前後の電車は、平日は通常どおり運行しています。また、施設や車両数の問題から、今以上のダイ
ヤを設定することはできません。ご理解ください。

6/23 メール
太田から高松築港まで通勤で利用しています。6月○日に太田駅に着いた際に定期券を落としたことに気づき駅員さんに相談したところ、嫌な顔ひとつせず再発行できる
ことや手数料など丁寧に説明いただきました。結局、築港駅で拾われていたとのことで翌日無事受けとることができました。お世話になりどうもありがとうございました。

温かいお言葉をいただき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。

6/22 メール

Twitter @irucakotoの、「ステッカーを販売すると安全対策を怠っていることになるのでしょうか。安全にはお金がたくさんかかりますし、グッズは以前からたくさんの種類を
販売しております。ステッカーも好評いただき売れ行き好調ですが、〇〇さん周辺で不評であれば申しわけありません。」というツイートに関して
1)引用ツイートでしたが、わざわざ引用する必要はあったのですか?引用せずとも伝えたいことを伝えられたのではないですか?
2)引用元ツイートは貴社への批判不満でしたが、なぜこれにだけ反応したのでしょうか?批判不満ツイートは他にも数多あるはずです。
3)引用元ツイートは@irucakotoへの返信でも無いし、大きな影響力のあるツイートでは無いはずです。無視すれば良かったのではないですか?無視することで、波風が立て
ずに済んだはずです。
4)これからも、批判不満ツイートに対しては、引用ツイートし反論していくのでしょうか?
5)引用元ツイート者に対し、多くの人からの誹謗中傷がなされています。引用することによって招かれた誹謗中傷です。貴社の責任ではないですか?
6)誹謗中傷の引き金となったことを踏まえ、引用元ツイート者に謝罪の必要があると思いますが、どうでしょうか?
上記項目それぞれにお答えください。簡単でかまいません。上記項目は、当該ツイート担当者が直接回答されることを希望します。(部下や、@irucakotoの別担当者ではな
く。)以下、コンプライアンス担当者様に回答頂くことを希望します。
10)このツイートは、コンプライアンス部門としてどのようにとらえているのでしょうか?@irucakotoの、通常のコミュニケーションの範囲内でしょうか?
11)夜中にツイートがあることから、会社内で相互確認などせず個人で運用されているものと思います。担当者個人の暴走の際に、会社としてアカウントの発言にブレーキ
をかける手段を持っているのでしょうか?最後に誹謗中傷ツイートの引用もよくお読みになってください。@irucakotoのツイートによってこれらが生み出されたことは、事実で
す。誹謗中傷ツイートされる側の気持ちになって考えてみてください。 このツイートには、@irucakoto担当者の怒りを少しばかり感じます。 「不評であった」という意見がある
のであれば、具体的に何が不評だったのか、返信ツイートで尋ね、貴社の改善に資する可能性だってあったわけです。しかし実際は、引用元ツイートに対し、「売れ行きは
好調ですから」と何の反省の色も無く、疑問を持つこともなく、@irucakotoの考えだけを主張している。実に圧力的に感じる。(コミュニケーションツールを用いながら「対話」
をする気がない。これはイルカボックスと同じですね。) 担当者の何の逆鱗に触れたのかは存じ上げませんが、企業の公式アカウントが、個人を相手に、怒りを感じさせる
ツイートをするのはみっともないことです。個人対個人のコミュニケーションではないのです。(もちろん、@irucakotoの特徴である、個人との「ユーモアあるコミュニケーショ
ン」は肯定されるべきです。)ステッカーの評判、販売の必要性、売行き、或いは、安全対策など、貴社が積極的に説明しておけば、引用元ツイート者が貴社に不満(或いは
誤解)を持つことは無かったかもしれません。Twitterの140字で伝えられることには限界があると思います。にも関わらず、情報発信が@irucakotoに頼り切りであることに憂
慮もしています。最後の最後に日々ことでんを利用させて頂いております。駅員様、運転士様、車掌様、そのほか維持に関わってくださっている全ての皆様、いつも誠にあ
りがとうございます。皆様のおかげで、職場に行くも家に帰るも、日々快適に移動ができております。これから暑い夏を迎えます。マスク着用の夏となり、これまでになく厳
しい夏になるかと存じますが、お身体大事になさってください。&lt;このツイートまたは引用元ツイートに寄せられた返信ツイートのうち、誹謗中傷ツイートの引用&gt;(ここで
言う「誹謗中傷」とは、「根拠のない悪口」、「他人を傷つけること」を言います。)なんかあれかもしれませんが会社は金儲けしないといけないんです!鉄道で収入が減ったら
その分を埋めないといけないのは当然だと思います…ただの学生のつぶやきですがしょげることも謝罪することも無いと思います!こんな時だからのステッカーですね。金
儲けや安全対策とは別問題。自粛警察と変わらない、悲しい発言です。企業たるもの金儲けして何が悪いんですか?稼いでこその安全です。安全はタダでは守れないんで
す。うちのグループもそうです。いろいろなものを売ったりしてそのお金で安全や衛生対策してるんです。その辺分からない人はシカトしときましょうね。(o゜□゜)oことちゃん
がんばれ　自粛警察(爆笑)は働いたことないから仕組みがわかんないんだよ(苦笑)バイトくらいはあるかも(大笑)収益が減ってコスト削減を社是とし整備コストまで削った
挙句、整備不良が原因の墜落事故(乗員乗客全員死亡)を起こした航空会社が実際に有るからな。日本でもコスト削減による整備不良が原因で事故を起こして潰れた会
社もあるし。一文の得にもならん自己満足の戯言は無視するに限る。儲けなしに安全は保てません。文句あるならC氏とその周辺に必要な資金全額負担していただきま
しょう!気にする必要ないですヨ!!言ってる内容自体支離滅裂。きっとメンタル面で問題があるのでしょう。ケチをつける人は大抵、支配的でマウントをとりたがり、自分に自信
がなく、いつも劣等感に苛まれています。だから、他人に噛みついてたら、弱い自分と向き合わずに済むのです。それ故に、いつどこへ言っても…それは大概ネット上です
が、噛みつかずにはおれん訳です口を開けて冷や汗をかいた笑顔ケチつけて噛みついてる間は、自分自身の内面の欠陥と向き合わずに済みますから。ある意味、それ
は快楽な訳です。だから、本人は止められない訳です。今後は「心理的な距離感」に注意しましょう　言いがかり野郎をぶった斬ってくことちゃんすき　香川県民のくせに琴
電の民事再生手続からの再起を応援せず、適当なことほざいてドヤ顔しているドアホの戯言はスルーして、これからも香川県民の足として活躍してくださいませ。大阪在
住・笑いの文化人講座大好きな元鉄道マニアのオリックスファンより。経営者でもない人が偉そうな口叩くなって思いますね。スゲー言いがかり民間企業が利益を追求して
なにが悪い。えらい不評なのは自分の頭の中だけだろ。まともな経営ってなんだよwwwもしかして公共交通はみんな税金で動いてて俺は偉いとか思ってるクチ?民間企業
なのに金儲けして何が悪いんですか?金をもうけにと安全対策できないのわかるでしょ?アフォじゃないんだから。評判はいいようですよ。しょーもない意見で仕事の邪魔し
てんのはそっちだろー。頑張ってるものに応援はしても邪魔すんな。えらい不評ってのはおまえの周りのしょぼくれた連中のなかだけだろ笑笑。民間企業が生き残りかけ
て商売してなにが悪いんだ? どこも必死なんだが。もしかして不謹慎厨? 自粛厨? じゃあ指くわえて赤字倒産すれば満足だったか? 自国の企業の足引っ張るようなこと言う
なよ。情けない

イルカBOXへのご意見ありがとうございます。また、この度は弊社ことちゃんのツイートにより不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。今後、このようなことがないよ
う精進してまいりますので、今後ともことちゃんをよろしくお願いいたします。



6/23 高松築港

2両連結の前車両の中央部付近に位置する座席に着席していた。帰宅して着衣を脱いだところ、着ていた白いワイシャツの背中部分に、約3㎝の幅で約30㎝の長さ（横長
の筋）の薄茶色（土色）で油っぽい（シンナー？、洗剤？）汚れが付着していた。これは、ことでんが座席を清掃したときに、清掃時の汚れを十分に拭き取らずに残していた
ものであり、その残った汚れが電車の客席に座った乗客の着衣の背中部分に付着したものである。以前にもこのようなことがあって「今年の1月15日（水）高松築港17時17
分発　長尾行の電車の2両連結電車の前車両に乗車して、車両内の最前列から約3ｍ後方に位置する座席に着席していて、帰宅してジャンパーを脱いだところ、着ていた
ジャンパーの背中部分に、約3㎝幅で約40㎝の長さ（横長の筋）の薄茶色（土色）で油っぽい（シンナー？洗剤？）汚れが付着していたので、その状況を図面に表示して、
ことでんに対して注意喚起の投書をした経緯がある。そのときに、過去にも2回、昨年の夏頃にワイシャツの背中が、今回とまったく同じように汚れて、汚れがシミになって
洗濯してもきれいにならないので困った。そのワイシャツを着られなくなり、結果的にワイシャツ2着処分した。そのときは、夏季であったので、汗ジミにどこかでしつこい汚
れが付いたものかなと思っていたが、今回の件があり、その原因がはっきりした。ことでんは、今後、2度とこのようなことがないように、座席の清掃及び管理を厳重に徹底
してもらいたい。」という内容の注意喚起をしたが、このようなことが繰り返されているのは、ことでんが改善措置を徹底していない証左である。このことは、着衣の背中部
分の汚れに気が付いた私だけではなく、多くの乗客が汚れに気付かないまま、このような被害を被っているのではないかと推察できる。それは、乗客の着衣等（上着、ズ
ボン、スカート）が茶色、紺色及び黒っぽい色又は柄物で濃い色であったら、汚れの被害に気が付かない場合が多いと思う。なぜなら、ことでん利用者から、ことでんに対
しての今までの投書の中には、このような被害の苦情及び注意喚起が見当たらなかったからである。ことでんを利用されている乗客の皆さん、電車に乗ったら、くれぐれ
も、特に、着衣の背中部分の汚れ並びにズボンとスカートのヒップ部分の汚れに気をつけるようにしてください。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現在、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、アルコールで吊り革や車内の除菌を行っています。お客様のシートの清掃
は、ホウキと粘着カーペットクリーナーを用いていいるほか、汚れのひどい場合にはアルカリ性の溶剤(シートクリーナー）を使用しています。今後も座席を清掃する際に
は、きめ細やかな確認と管理を徹底してまいります。

6/23 メール
新型コロナウイルス感染拡大防止のために運行本数を減便されていますが、朝夕の通勤時は、コロナ拡大前に比べて明らかに混雑しているように思います。下の点につ
いてご教示ください。・そもそも、減便がどうして感染拡大防止になるのでしょうか。密になるだけなのではないでしょうか。・通常ダイヤにはいつ戻る予定でしょうか。

2020年4月29日から、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、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、減便ダイヤ
や駅、電車内の感染症対策に取り組んでまいりました。緊急事態宣言が解除され、減便前の平常に戻りつつありますが、現在も香川県においては、感染予防対策期とし
て新しい生活様式が求められており、その状況を踏まえ、減便ダイヤを徐々に再開しています。2020年7月1日からは、通勤や通学の時間帯は概ね減便前のダイヤとなり
ます。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。電車ご利用時のマスクの着用や車内での会話を控え
ていただくなど変わりつつあり、今後も引き続き感染防止対策に取り組みながら、随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。お客
様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/23 メール
現在高校生ですが、本当に各駅に停車場所と並ぶところを書いてほしいです。最初に並んでいたのにギリギリに来た高校生に先にのられて座れないことがあります。JR
は停車場所があるからわかるけどことでんが無いのは謎です。多分遅くに来た人が先に乗る電車は香川県のことでんだけですよ。本当にイライラします。意味がわかりま
せん。ですが、3年間ことでんにお世話になっていますので、コロナにも負けずに頑張ってください。

ご不便をおかけして申し訳ございません。弊社の保有する車両は、他社で運用していた車両で形式が異なり、ドア数や間隔に違いがあるため、乗車位置を特定の位置に
設定することが出来ません。また、統一するには、車両等の改修に多額の費用が必要となるため、困難です。ご理解ください。

6/24 メール

ご丁寧かつ、ご誠実なご返事を頂き、有難うございました。当然、乗車マナーは、私も含め、其々の乗客の思いやりの問題です。しかし、年齢に関係なく、マナーに無頓着
な方は、いらっしゃいます。今後も、啓発活動を続けて下さい。また、御社の車両管理と運転技術については、頭が下がります。レトロ（決して悪い意味ではありません）な
車両を、安全・快適な状態で整備する技術は素晴らしい。また、そのような車両を定時運行できる運転技術も素晴らしい。毎日、安心して乗車させて頂いています。更に、
市民の足を支えるだけでなく、全国から「撮り鉄がやって来る」という事では、香川県・高松市の観光産業の一翼も担っていると思っています。私は、幼い頃から何処に行く
にも「琴電」。これまで大変お世話になりました。これからもお世話になります。

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、苦慮していますが、引き続き啓発活動に取り組んでまいります。車両のメンテナンス等に関す
るご意見ありがとうございます。今後もお客様が安全で快適にご利用いただけるよう適切な点検整備ときめ細やかな清掃に取り組んでまいります。

6/24 メール 終電を元に戻して欲しい。仕事の終わる時間に間に合わない。
ご意見ありがとうございます。夜間の時間帯につきましては、7月1日より減便ダイヤの見直しを行い、最終電車の繰下げを実施いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。お客様のご理解をお願い申し上げます。

6/24 メール
岡田から円座までの定期を高校生が購入するため高松築港まで行きました。クレジットの支払いがしたかったので高松築港駅まで行ってもらいました。その際に岡田から
高松築港駅まで行きは切符を買い、帰りは高松築港から円座区間の料金を請求されました。定期を購入するためだけにことでんを利用する場合は、往復料金は必要ない
と認識していましたが、こちらが間違っていたのでしょうか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。申し出の通り、ＩＣカード乗車券取扱約款にIruCa定期券をお求めされる乗車に限り、最寄りのIruCa定期券窓口までの旅客
運賃は無賃と定めております。お手数をおかけしますが、定期乗車券をお求めいただく際に電車をご利用した場合には、駅窓口にお申し付けください。今後もことでんのご
利用よろしくお願いいたします。

6/24 高田 路面電車の駅に有人駅があるのはびっくりした。人がいると旅客の方も安心できるので助かります。※あと高田駅のこの紙、あと1枚しか無かったです。
ことでんをご利用いただきありがとうございます。弊社は、専用の線路の上を走る普通鉄道です。琴平線、長尾線、志度線の3線で52駅あり、その内の15駅が有人駅と
なっています。なお、イルカＢＯＸの用紙につきましては、直ちに補充いたしました。これまで点検時に常時5枚を設置していましたが、設置枚数を増やして管理してまいりま
す。

6/24 メール イルカボックスの回答を読んでます。密が蜜表示なんですが…わざとですか?確認してますか?返信はいりません。 ご意見ありがとうございます。ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。今後は誤字のないように十分に注意してまいります。

6/26 メール
お盆明けに「還暦の赤い電車」に会いに行こうと思うのですが、遠方でなかなか運用が把握できないのもあり、どうにかして会いたいのですが、平日の方が会える可能性
はあるのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。「還暦の赤い電車」のラッピング電車は、2021年2月の全般検査までの予定で運行いたします。弊社の車両運用は、運行本数や車両
運用により、休日に比べ平日の運用の割合が高くなっていますが、運行日の4日前に決定しており、事前のご案内は致しかねます。お手数をおかけいたしますが、運行日
の前日又は当日に運転営業所087-831-6008までお問い合わせいただければ、ご案内させていただきます。

6/26 メール
空港通り～一宮の沿線に住んでおります。警笛がうるさく毎回びっくりしてしまいます。私事ですが、夜勤をしているので昼間休んでいます。危険回避のため鳴らしている
のだと思いますが、あまりに頻回だと家でゆっくり休む事もできません。近所には赤ちゃんもいます。昼寝から起きてしまうんだろうなと勝手に心配しております。低音の警
笛にするなど何か対策お願い申し上げます。

ご不快なお思いをおかけして申し訳ございません。電車の警笛は、鉄道従事員間の合図として使用されているほか、踏切を通過する際に電車の接近を知らせて危険を回
避するために警笛を鳴らす場合がございます。なお、長尾線に導入している車両につきましては、警笛音をやわらかなものにするため、空気式の警笛に加えて電子式の
警報機を導入しています。今後、琴平線の車両を導入する際には、電子式の警報機の導入を検討してまいります。ご理解のほどお願い申し上げます。

6/26 メール

いつになったら、お客さん間でコロナが感染しないように、車内や駅構内で頻繁にアナウンスしていただけるのでしょうか？【現状】６月19日からは、県外からの来県も増え
ることが想定され、都会から県内にコロナが持ち込まれて感染するリスクが高まっていると思います。これに先立ち、私は貴社に、車両内や駅構内でコロナ対策のアナウ
ンスを頻繁に行ってお客さん間の感染防止をして頂くようお願いし、実施する旨のご回答をいただいているところです。しかし、ご回答頂いて以降、私は週10回×20分間の
乗車をさせて頂いておりますが、「マスク着用」のアナウンスを１回聞いたただけです。車掌さんは、「コロナのために車内巡回を遠慮している」とのアナウンスをして、コロ
ナ以前よりも車掌室にいる時間が長くなっているはずですから、お客さん間のコロナ感染防止策をアナウンスできる時間は十分にあると思いますが、前述のとおり、アナウ
ンスをお願いしても十分なアナウンスはしていただけません。立ち客が20～30人の状態の車内を見渡したところ、会話する人は１車両当たり０～２組程度で大きな変化は
ありませんが、マスクをしていない人は６月22日前後が５名程度であったのに、25日前後は10名程度と着実に増加しています。もちろん、通勤時の車内でソーシャルディス
タンスを確保することは不可能です。ここに、さらに県外からのお客さんが増えてくるわけですから、琴電クラスターの発生を益々懸念しております。もし、コロナ対策を呼
びかけるアナウンスが不十分な状態で琴電クラスターが発生し、これが原因で日々の生活を制限されて損害を被った場合は、貴社が補償してくれるのでしょうか。就職活
動ができなくなって就職浪人することになったら、人生の１年間をどのように補償していただけるのでしょうか。ちなみに、私が依頼したわけではありませんが、土庄行の高
速艇では、毎回の出港時に船内アナウンスで「咳エチケットを守ってマスク着用し、大声での会話を避けて飛沫防止」「お客様の安全のためにご理解を」「ソーシャルディス
タンス確保のために席に余裕があれば離れて座ってください」という内容が周知され、この内容は船内に掲示もされています。同じ公共交通を担う会社ですが、貴社と四
国フェリーグループさんには、お客さんの安全担保に対する姿勢に大差を感じます。なにとぞ、貴社や車掌さんだけを守るのではなく、お客さんお立場に立って、お客さん
最優先のコロナ対策をお願いします。

度重なるご意見をいただき申し訳ございません。車掌には、新型コロナウイルス感染症対策に対する車内放送を可能な限り行うよう点呼執行場で周知しており、6/29～
7/3までの5日間においては、延べ1,450回の車内放送を実施いたしました。引き続き、お客様へのご協力として、ポスターや電光掲示板、車内放送により、感染症の防止
対策の案内に取り組んでまいります。

6/28 瓦町志度線口
間引き運転は早く元に戻してほしい。利用減で経営苦しいなら値上げも可。(1割～2割程UP)利用者は、がっくりしています。全便30分間隔もあり、朝夕ラッシュ時は15分間
隔と又遅くの便は元に戻すように。22～23：30

ご意見ありがとうございます。現在も香川県においては、感染予防対策期として新しい生活様式が求められており、その状況を踏まえ、減便ダイヤを徐々に再開していま
す。2020年7月1日からは、通勤や通学の時間帯は概ね減便前のダイヤとなります。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の
運行を再開いたします。今後も引き続き感染防止対策に取り組みながら、随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。お客様のご理
解・ご協力をお願い申し上げます。



6/29 メール

イオンモール綾川にて就労している者です。減便ダイヤになっている影響で、平日は21:34発の電車が、土日祝日は19:34発の電車がそれぞれ最終便となっており、帰路
に利用できない為にやむをえず自転車にて通勤を行っており、季節柄、天候の影響が大きく不便を感じております。可能な限り迅速なダイヤの復旧をお願い致します。ま
た、一点疑問がありまして、そも、コロナ対策という事を前面に押し出されておりますが、貴社が運行するコストに見合う利用数にならないであろう時間の便を削っているだ
けなのではないでしょうか?平日と土日祝で極端に終電の時間を変える理由も、密を避けると言う目的に逆行している(土日の最終便付近はむしろ客数が多くなっており、
コロナ感染者を増やそうとしているのか)と思いますが、意図を明確にご回答ください。

現在、減便ダイヤを実施しており、2020年6月8日から綾川駅発の高松築港行きは、平日21:04、土日祝19:34が最終便となっています。2020年7月1日より、綾川駅発の高
松築港行きの最終便は、平日・土日祝ともに21:34となります。これまでにも減便前のダイヤに戻してほしいとのご要望をいただいておりますが、飲食店や商業施設等にお
きましても新しい生活様式への対応がなされており、弊社も新しい日常のダイヤにあわせざるを得ない状況です。電車ご利用時のマスクの着用や車内での会話を控えて
いただくなど変わりつつあり、今後も引き続き感染防止対策に取り組みながら、随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。お客様
のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/29 メール
長尾線今。御社の従業員の会話がうるさい。車両で話をしているのは御社の従業員だけ
〈2020/6/28（日）9：17受信〉

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該社員に確認したところ、便乗中における執務態度は、不適切なものであることは明らかであったため、当日中に両名
に対して今度同様の事が起きてはならないことを口頭にて厳重に注意指導しました。また、今回の事象を全乗務員に対して情報展開すると共に同様の指導を図り、執務
態度の向上に取り組んでまいります。

6/29 高田 待ち合い室にクーラーを入れてほしい
ご意見ありがとうございます。待合所の空調施設の整備につきましては、設置や維持管理等により、今のところ設置は考えておりません。ご理解ください。なお、商業施設
のある新しい駅となる場合には、待合場所の確保や空調施設の導入を検討してまいります。

6/29 片原町
コロナによる対応ありがとうございます。ＪＲは既に通常ダイヤに戻しています。琴電も徐々に戻していますが、世間は仕事、学校も乗っている中、ダイヤが少ないため結
局、時差出勤しても密になる電車になっています。全体乗車率もわかると思いますので現状のダイヤに戻すだけでなく利用者数の多い時間の分散になるように新しい考
えも入れてください。よろしくお願いします。

コロナウイルス感染症の防止対策にご理解・ご協力ありがとうございます。弊社では、減便ダイヤの運行に際して、適宜、ご利用状況を調査しています。お申出の通り、
ラッシュ時間帯におきましては、減便前に戻りつつあり、2020年7月1日からラッシュ時間帯の運行を概ね再開いたします。その他の便については、50％以下の乗車率と
なっています。今後も引き続き感染防止対策に取り組みながら、随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。

6/30 メール
車両の編成についての要望。瓦町発18時26分の志度行きの電車で通勤していますが、現在コロナウイルスの関係で従来10分間隔の電車が20分間隔で運転されていま
す。その為、一便当たりの利用者が増えるのですが、電車は2両編成で運転しており、始発駅から多くの客が立っています。運行本数を減らしているのですから、せめて夕
方の便は3両編成にするべきでは無いでしょうか!利用客の事を考えた対応を強く希望します。

ご不便をおかけして申し訳ございません。志度線の瓦町駅18時26分発琴電志度行きは、3両編成が2020年6月30日まで定期検査で入庫していたため、2両での運用を
行っていました。2020年7月1日から当該電車は、3両の運用に変更しております。今後もことでんのご利用よろしくお願いいたします。

6/30 メール

いつも利用しています。要望ですが、わたしには小さい子どもが二人おり、外出先ではオムツ替えの時にトイレやキッズスペースを利用しています。以前にも車内で子供
が大きい方をしたときに、下車してもオムツ替えをできる駅がなく困りました。ことでんの駅には多目的トイレなど、おむつ替えをするところがありません。非常に困ります。
おしっこなら後で替えることもできますが…。今回も一宮駅でオムツ替えができずに困りました。わたしも事前に調べて置かなかったのでいけませんが、周辺にもオムツ替
えのスペースがありません。駅員さんが待ち合いのベンチで…と言われたので今回はそうさせてもらいました。タオルを敷きアルコールでさっとは拭きましたが衛生的に大
丈夫でしょうか。申し訳ありませんでした。スペースの増設など難しいと思いますので、できれば、非常の時だけ駅員室を少し貸すなり、何か考えていただけたらなあと思
います。今回は我が子も女の子なので、駅の乗車口でおしりを出すのは恥ずかしかったです。

ご不便をおかけして申して訳ございません。弊社の多機能トイレ（おむつ替えシートの設置）のある駅は10駅（高松築港駅・瓦町駅・三条駅・太田駅・仏生山駅・綾川駅・琴
電琴平駅・高田駅・学園通り駅・潟元駅）ございます。弊社のホームページ「ことでん駅施設情報」にも掲載しておりますので、お気軽にご利用ください。なお、駅務室につき
ましては、関係者以外は、立ち入り禁止とさせていただいております。ご理解ください。


