
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

7/16 メール
座席シートにホコリやゴミや小さな虫の死骸や、掃除しているのか?というレベルです。気になって、もたれかかったりして、落ち着いて座れません。シートもクッションがな
くなって、沈む感じのもあり、それも座りにくいです。コロナで便数減らす前に座席の清掃を徹底的にお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車内の座席シートは、4日に1度の車両入庫日に清掃係員が、きめ細やかな点検や清掃を実施しております。また、日常
点検として、始発前の点検作業時や停車時分がある終着駅においては、乗務員がホウキや粘着カーペットクリーナーを用いて清掃等を行い、快適な車内空間の提供に
努めています。古くなり傷みが激しいシートに関しては、生地の張替やスポンジの交換を行っています。今後も快適な車内空間の提供に努めてまいりますが、車内の汚
れやご不明な点などございましたら、ご遠慮なく乗務員までお申し付けください。

7/16 メール
感染者、出始めました。電車内、かなり混んでますよ。マスクをしていない学生、増えてますね。通勤時など、換気できてますか?雨が多いとできないのですかね。いつか
ら、通常運行に戻すのですか?感染しないか、とても不安です。個別回答は必要ないです。

ご意見ありがとうございます。弊社では感染防止対策として、車掌によるポスターや車内放送を用い、車内での会話の抑制、マスクの着用、時差出勤の推奨をお願いし
ております。レトロ電車を除く全ての車両には、空調設備を搭載しており、雨天時でも空調設備を用いた換気を常に行っております。現在、新型コロナウイルス感染症の
第2波が全国的に警戒されており、7/15現在、香川県では「準感染警戒期」となっています。終息が分からないなか、通常運行に戻す計画が立てれない状況です。なお、
朝のラッシュ時間帯につきましては、概ね減便前のダイヤを設定しておりますが、夕方の乗車率は32％～65％となっており、引き続き、マスクの着用や車内での会話を
控えていただきますようお願いいたします。

7/16 メール

今度できる伏石駅にコンビニや交番を誘致するという話を聞いていましたが、どのような状況になっていますか?太田駅横のバス停の空いたスペースに栗林公園駅にあ
るようなレンタサイクルスペースを設置すれば、近隣の高校生等が便利になり、駐輪場の混雑も緩和できると思います。また、バス停の空いたスペースに電車の電光掲
示板を設置して欲しい。遠くから歩いてくる際に走って駅まで行かなくてすむので利便性が向上すると思います。キャッシュレスにあわせてイルカのクレジットカードを発行
して欲しい。手数料収入も見込めると思います。

ご意見ありがとうございます。伏石駅にコンビニエンスストアーや交番を誘致する計画はございません。また、電光掲示板の設置予定もございません。弊社のホームペー
ジや太田駅などでは、時刻表を配布しておりますので、どうぞご利用ください。なお、太田駅バス停のレンタサイクルスペースの設置については関係機関にご意見をお伝
えさせていただきます。

7/16 メール

今度できる伏石駅にコンビニや交番を誘致するという話を聞いていましたが、どのような状況になっていますか?太田駅横のバス停の空いたスペースに栗林公園駅にあ
るようなレンタサイクルスペースを設置すれば、近隣の高校生等が便利になり、駐輪場の混雑も緩和できると思います。また、バス停の空いたスペースに電車の電光掲
示板を設置して欲しい。遠くから歩いてくる際に走って駅まで行かなくてすむので利便性が向上すると思います。キャッシュレスにあわせてイルカのクレジットカードを発行
して欲しい。手数料収入も見込めると思います。

ご意見ありがとうございます。IruCa機能を搭載したクレジットカードとして、百十四銀行様のSalutCaがございます。現在のところ、他のクレジットカードへ搭載する予定は
ございません。お手数をおかけいたしますが、IruCa機能の付いたクレジットカードをご希望の場合には、SalutCaをお求めいただきますようお願い申し上げます。

7/16 メール
是非、神戸市営地下鉄の中古を導入してください。特に比較的新しい2000形と3000形がいいです。これは少し先になりますが、今年神戸市営地下鉄の車両となった北神
急行電鉄の7000系も是非導入してください。お願いします。

ご意見ありがとうございます。現在のところ、車両の導入計画は未定であり、神戸市営地下鉄様から車両を導入する計画もございません。ご意見につきましては、今後の
車両導入時の参考にさせていただきます。

7/16 メール
減便について、出勤時の便を減らしているため、かなり密の状態になっている。非常事態宣言が解除されて以降、通勤・通学は必須であるため、その時間の便を減らす
ことで感染拡大に荷担していると感じる。なお、夜の便を減らすことは、感染が拡がりやすい夜の街へ向かう人が減っていると感じるため良い取り組みだと思う。出勤時
の便の混雑具合を再度確認していただきます。むしろ増便を検討していただきたい。

琴平線と長尾線の朝のラッシュ時間帯は、100％ほどの乗車率となっていたため、2020年7月1日から通常ダイヤでの運行を再開しており、今以上の増便や運用車両を増
やすことが出来ません。ご理解ください。なお、適宜、乗車調査を実施しておりますが、志度線につきましては、時差出勤やテレワークなどの新しい生活様式にあわせて
たご利用となっており、今後もご利用状況を調査しながら、ダイヤを設定してまいります。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

7/16 メール 7時台の志度線上りが大変混雑しており、感染拡大を不安視する声が聞こえてきています。「中央線くらい混んでるな…」とも。朝の便を戻してください。
ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年7月16日は、早朝に車両不調が発生したため、通常、瓦町7:55着の便は3両編成で運行していますが、急遽、2両編成で
の運行となりました。ご迷惑をおかけしないよう点検・整備に努めてまいります。なお、随時、乗車調査を行っており、乗車率100％を目安に減便ダイヤの運行再開を設定
しております。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

7/16 メール
このご時世、朝のラッシュの時間帯に電車2両はおかしくないですか?コロナ対策と書いてありますが、対策しているように思いません。せめて3両で少しでも密を防ぐべき
だと思います。

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、特別ダイヤで運行しており、乗車調査の結果をもとに車両の運用を行っています。朝のラッシュ時間帯については、予備
車両を除き、弊社で保有する車両を全て使用しています。今後も車内のアルコール消毒や運行中の窓の開放、空調設備による換気を行い、感染防止対策を講じてまい
ります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願いいたします。

7/16 メール
瓦町駅の窓口で香川町シャトルバスを聞いたところ、別の会社が運行しているので詳しいことは分からない。詳しいことは、１階のバス案内所に行ってほしいと時刻表の
みを渡され、対応が悪かった。別会社の運行は理解しているが、IruCaを使えるバスについては、もう少し丁寧に説明が必要なのではないか。

ご不快な思いをおかけしまして申し訳ございません。駅係員の業務知識の向上に取り組むとともに、お客様の立場に立った丁寧なご案内が行えるようサービス教習等を
通じ、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

7/16 メール
新型コロナウィルス感染者が高松でも再び発生する状況となってきました。電車、バス車内ではマスク着用のお願いや、混雑度合いによってソーシャルディスタンスを取
るなど、ポスター掲示や車内での案内をして頂けませんか。マスクないしで乗車しているお客様が近くにいると、大変不安です。御社の取り組み強化を期待いたします。

ご利用ありがとうございます。弊社では感染防止対策として、ポスター掲示や車掌による車内放送を用い、車内での会話の抑制、マスクの着用、時差出勤の推奨をお願
いしております。また、香川県ではこのたびの感染拡大を受けて7/18～7/31までの2週間、警戒レベルを「感染警戒期」に引き上げたことから、引き続きマスクの着用や
車内での会話を控えていただくよう車内放送の頻度を増やし、感染防止のお願いに取り組んでまいります。

7/16 メール
Webサイトで紹介されている、街中のチャージ機の場所が違う。香川銀行本店は、元の場所に戻って、営業を再開しているなど。あと、故障しているチャージ機の情報も
随時アップしてほしい。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ホームページの更新が出来ておらず、申し訳ございません。該当情報については、速やかに修正致しました。また、故障中の
チャージ機についても記載するように変更致しました。今後は、最新の情報提供が出来るようホームページの維持更新に努めてまいります。

7/17 メール
学生が出入り口扉前で集まったり、携帯をかまいながら棒立ちになったり、リュックを後ろに背負っていて、とても邪魔です。車内アナウンスで呼びかけてもらえないでしょ
うか?

ご不快な思いをかけして申し訳ございません。乗車マナーは、お客様のモラルや善意にゆだねるところが大きく、ポスターの掲示や車内放送等により啓発していますが、
一部のお客様にご理解やご協力を頂けていない状況です。なお、通学のお客様の乗車マナー向上として、関係機関と協力し、毎年、数回の列車合同補導を実施してお
ります。引き続きお客様がより快適にご利用いただけるよう粘り強く呼びかけを行い、乗車マナーの向上を目指してまいります。

7/17 栗林公園 朝、電車の中の人が多すぎて厚苦しいです。密になっていると思います。電車の車両を増やしてほしいです。長尾線です。おねがいします。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。特別ダイヤで運行しておりますが、7月1日から減便していた時刻の運転を再開し、朝のラッシュ時間帯の長尾線は、通
常ダイヤとなっています。車両編成数を増やすには、車両の増備や施設の改修等が必要となるため、早期の実現は出来ません。今後も車内のアルコール消毒や運行中
の窓の開放、空調設備による換気を行い、感染防止対策を講じてまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願いいたします。

7/19 栗林公園 コロナの時期だから減便せず、10分に1回と増便してください。
ご意見ありがとうございます。増便につきましては、乗務員の確保や車両の増備、施設の改修等が必要となるため、現在のところ出来ません。なお、志度線につきまして
は、10分間隔での運行は可能ですが、現在のご利用状況では困難です。ご理解ください。

7/19 栗林公園 できればJRと時間を合わせて運行してほしいです。 ご意見ありがとうございます。JR様とは、運行本数や運行間隔に違いがあることから、全ての便を接続することはできません。ご理解ください。

7/19 栗林公園
栗林公園駅、列車案内装置だけでなく高松市内の3駅(高松築港、片原町、瓦町)や新駅の綾川駅みたいにLED式の次の電車の時間と行先、ことでん他のお知らせを含
んだ電灯案内などを出して欲しい。

ご意見ありがとうございます。現在、運行案内表示器の設置の予定はございません。今後の大規模改修の際の参考にさせていただきます。

7/20 メール
瓦町フラッグ横の千日前踏切内の舗装が酷く高齢者の方など転倒や手押し車が舗装の穴にはいってしまう恐れもあり危険だと思います。凹みを埋めるなど早急な対応
をお願いします。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに現地を確認し7月20日に舗装部分の補修を行いました。今後も踏切道を安全にご利用いただけるよう点検、補修
等を行ってまいります。

7/20 メール
担当者様。お忙しいところ恐れ入ります。貸切列車について質問があります。 車庫内にて10名程度で列車を貸し切って運転体験することは可能でしょうか?以上よろしく
お願いします。

お問合せありがとうございます。車庫線で実際に電車を動かす運転体験は、お客様の安全を確保することが困難であるため、実施しておりません。ご理解ください。な
お、電車まつりなどのイベント開催時には、留置車両を使用した運転士体験を実施しております。是非ご参加ください。

7/20 栗林公園
ことでんの車両の中で、大きさ長さが最長なのは1200型と思われますが、引退した車両を含めば、19m級の1050型、1060型でしょうか？その車両(1050型等)の譲渡先で
ある阪神電気鉄道の5001型(2代目)（初代がことでんでかつて使用された1050型)が引退に近いので車両導入候補として相応しいと感じます。1200型より車体が大きいの
で実現すればラッシュ時間帯でも少しは緩和されると思いますので、ぜひご検討ください。

ご意見ありがとうございます。現在、弊社の最長車両は、1200形の18.5ｍです。引退した車両で1060形が19.226ｍでした。車両導入のご提案をいただきましたが、車両の
導入は未定となっており、現在のところ、阪神電車様から導入する計画もございません。

7/20 仏生山 線路横の駐輪場にゴミ散乱しています。掃除してください。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。ご意見を受け、直ちに係員による駐輪場の清掃を実施いたしました。仏生山駅の駅員は、日中に待合所とホームやトイ
レ等、駐輪場は夜間に清掃点検を実施しています。今後も定期的な清掃に取り組み、美観の保持に努めてまいります。

7/20 潟元 運転が上手です。
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。 今回のご意見を該当社員に伝えたところ、「ありがとうございます。お客様のお言葉を励みに、さら
に安全運行に努めてまいります。」と大変喜んでおりました。 今後も継続した社員教育を行ない、安全運行とサービスの向上に努めてまいります。

7/20 メール
有人駅での駅員間のおしゃべりが不快です。特に片原町、瓦町、水田、栗林がひどいです。挨拶やちょっとした会話ではなく、芸能人の話題から体型の変化まで、電車
の運転士や車掌ともがっつり話し込んでいるのを見ると、運転の安全性に不安を感じます。コロナで便数が減って駅員も暇なのでしょうが…。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。いただきましたご意見を踏まえ、今後、様々な機会を通して接遇向上に取り組んでまいります。

7/21 メール なぜ琴電には入場券の設定がないのでしょうか?見送りや改札内に入りたい場合どうすれば良いですか?
ご意見ありがとうございます。弊社では、電車は利用せず、見送りなどで駅に入場する場合は、無料とさせていただいております。改札内に入場する場合には、お客様に
ご負担のないよう取扱いますので事前に駅係員にお問い合わせください。

7/21 メール 開業する日付は決まっているのでしょうか?日付は分からなくても、何月頃とが秋頃冬頃等、お決まりでしょうか?
ご意見ありがとうございます。伏石駅の開業は、三条駅～太田駅間の複線化や伏石駅前広場が未完成のため、具体的な日程は決定しておりませんが、今年度内の開
業で関係機関と調整中です。開業日が決定しましたら、ことでんホームページ等で公式に発表いたします。

7/21 片原町
昼間の時間の便が減便したまま戻りません。40分も45分も間隔が空くのは何故ですか？駅には時間をもてあました駅員がおしゃべりばかりしています。人を減らして、浮
いた人件費で便数を戻してほしいです。

ご意見ありがとうございます。香川県においては、現在も感染警戒期として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着等が求められています。また、首都圏や他県
での新規感染者が発生し続けており、終息が分からず、減便前の通常ダイヤに戻す予定が立たない状況です。今後も乗車調査を実施しながら新しい生活様式にあった
ダイヤ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7月16日～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。



7/21 片原町 さっさと時刻表を通常に戻せ！JRはそうなん？ことでんだけやろうが！！
ご意見ありがとうございます。香川県においては、現在も感染警戒期として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着等が求められています。また、首都圏や他県
での新規感染者が発生し続けており、終息が分からず、減便前の通常ダイヤに戻す予定が立たない状況です。今後も乗車調査を実施しながら新しい生活様式にあった
ダイヤを設定してまいります。

7/21 片原町 時間にことでん側はルーズなくせに融通のきかない駅員が多すぎ！！駅員半分にして、時刻表元に戻して下さい。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅係員はお客様のご利用状況を勘案し必要最低限を配置しております。お客様の安全やサービスからも変更する予定
はございません。なお、特別ダイヤにつきましては、終息が分からず、減便前の通常ダイヤに戻す予定が立たない状況です。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

7/21 片原町 大して需要もない私鉄なのに駅員の数が多すぎです。債務整理の為にも人減らしてみては？ご検討ください。
ご意見ありがとうございます。弊社は3線で52駅あり、その内の15駅が有人駅となっています。駅係員はお客様のご利用状況を勘案し必要最低限を配置しております。お
客様の安全やサービスからも変更する予定はございません。ご理解ください。

7/21 片原町
駅員の質が悪すぎる。JRに比べて、発着場所がバラバラ。駅のホーム端にぎりぎりにつけるしまつ。県から補助を受けているのなら、せめて県民のニーズに合うようさっ
さと時刻表を元に戻してください。なぜ緊急事態宣言が終わったのに戻せないんですか？県民の血税を返しなさい！！

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。駅係員の接客対応等につきましては、サービス教習等を通じてサービスレベルの向上に取り組んでまいります。なお、
香川県においては、現在も感染警戒期として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着等が求められています。また、首都圏や他県での新規感染者が発生し続け
ており、終息が分からず、減便前の通常ダイヤに戻す予定が立たない状況です。今後も乗車調査を実施しながら新しい生活様式にあったダイヤを設定してまいります。

7/21 片原町 施設、駅員のクオリティが低いです。身障者に不親切な駅員が多すぎる。全て無人駅でいいのでは？ ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。サービス教習等を通じ、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

7/21 片原町 駅員の方の無駄話が多くて、不快になります。昨日の晩ご飯とか、家族の話とか、業務中に必要な会話ですか？ ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。サービス教習等を通じ、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

7/21 片原町
駅員からタメ口、なれなれしい態度…利用客は駅員の家族・友達ではありません。節度ある振舞いを求めます。社会人としての最低限の振舞いが出来ていない駅員ば
かりで、日々驚いています。社員教育と知識の向上が必要かと感じます。県から補助を頂いているのであれば、最低限の働きくらいはしてくださいね。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。サービス教習等を通じ、サービスレベルの向上に取り組んでまいります。

7/21 片原町
一利用者として、県民の足であるはずの電車の便数がいつまでも戻らないことに不満と不信を感じます。このまま便数が戻らないのであれば、JRに乗り換えようと思い
ます。その場合は、ことでん側の理由ということで、満額で定期を返してほしいです。会う時間が無い為に、殆ど使用できませんでしたから…。コロナ渦にかこつけて、企
業利益を追求する姿勢に反吐が出ます。利益を出したいなら、駅員の削減やボーナスカットなど便数を減らす以外の手段をとって頂きたいです。かしこ。

香川県においては、現在も感染警戒期として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着等が求められています。また、首都圏や他県での新規感染者が発生し続け
ており、終息が分からず、減便前の通常ダイヤに戻す予定が立たない状況です。今後も乗車調査を実施しながら新しい生活様式にあったダイヤを設定してまいります。

7/22 三条 誰や、トイレの中、暗いのに、鍵しまっとんや。ほんま怖いんやけど。
ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。各駅の照明は、電車の営業時間にあわせて消灯しております。トイレ等の駅施設は、営業時間内にご利用くださいます
ようお願いいたします。

7/27 空港通り

空港通り駅南側の駐輪場について。現在、空港通り駅南側には「タクシーのりば」と書かれた場所に高校生らが無秩序に自転車を停めています。時には、道路にはみ出
したり、目の不自由な人の為の黄色い線上に置いたりしています。モラルの問題と言えば、それまでですが、少し危険でもあります。「ことでん」は、「タクシーのりば」上の
占用を認めているのでしょうか？そうであれば、白線を引き直して、もう少しまともに駐輪できるようにして下さい。また、認めていないのであれば、三角コーン、柵、トラ
ロープ、案内板など利用して駐輪を制限してください。よろしくお願いします。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お申し出を受け直ちに調査したところ、南側のタクシー乗り場に20台が駐輪していましたので、整理して通路を確保しました。あ
わせて点字ブロック上や通路の駐輪禁止に関する掲示物を追加いたしました。2006年の開業当時はタクシーの待機所となっていましたが、現在は使用していないことか
ら、駐輪場の管理者に駐輪場に転用いただくよう要請いたしました。今後も関係機関と連携して、駐輪マナー向上の啓発や定期的な自転車整理を行い、利便の向上に
努めてまいります。

7/27 琴電琴平 琴平駅にもIruCa対応のコインロッカーがほしいです。 ご意見ありがとうございます。現在のところ、IruCa対応機のコインロッカーを設置する予定はございません。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

7/27 栗林公園
7/○に太田駅横において遮断機が降りているにも関わらず、駅員の方がその遮断機をくぐって出発しようとする電車に乗車するよう促しているのを見ました。その中に
は、小さいお子さんもいて、本当に驚きました。伏石駅など新駅を作るのもいいですが、危機管理がどうなっているのか、かなり疑問です。この事は警察の方へも相談し
ましたし、何らかの改善を求めます。なんの為の遮断機か、しっかり考えていただきたい。今後の経過を見せてもらい、対処を考えたいと思います。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。事実確認したところ、お申出の通り、お客様に対する安全面の配慮が欠けていました。深くお詫び申し上げます。当該駅
係員には、お客様の動向に細心の注意を払うとともに遮断機が降りている際には、お客様の安全を最優先に行動するよう注意指導致しました。今後もことでんのご利用
よろしくお願いいたします。

7/27 瓦町
先日、○○さんのとある鉄道団体で貸切がありました。コロナで大変の中でマナーのカケラもなく、ましてやこんなご時世で団体活動する事自体が問題やと思います。こ
とでんさんにおかれましても、将来コロナが終息しても貸切の受付は断るべきです。

ご意見ありがとうございます。弊社の貸切電車のご利用時には、通常の注意事項はもとより、新型コロナウイルス感染症の防止対策を講じていただくよう事前に説明し
ております。なお、今後の貸切電車の運行等につきましては今後の参考とさせていただきます。

7/27 瓦町
ツイッターでことちゃんにフォロー切られました。信じられません。その後、色々と絡んでみましたが、フォローが返らなくなりました。何か理由でもあるんですか？こっちは
知っているので正直にこの場でお話された方が良いと思いますよ。○○さんがよく知っておられます。

いつもことちゃんを応援いただき誠にありがとうございます。今回お客様からいただいたご意見について、どういった経緯でフォローが外れたのか確認することが出来ま
せんでした。不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。今後とも気を付けてまいりますので、ことちゃんをよろしくお願いいたします。

7/27 メール 伏石駅はいつ開業しますか?
ご意見ありがとうございます。伏石駅の開業は、三条駅～太田駅間の複線化や伏石駅前広場が未完成のため、具体的な日程は決定しておりませんが、今年度内の開
業で関係機関と調整中です。開業日が決定しましたら、ことでんホームページ等で公式に発表いたします。

7/27 メール 8月30日のレトロ電車運行の申し込みは代表者1人で複数人は申し込めないのでしょうか
ご意見ありがとうございます。レトロ電車の特別運行は、感染症の防止対策として、人数制限を設定していることから、複数人の受付は行っておりません。お申込みにつ
きましては、お一人様1回とさせていただいております。ご理解ください。

7/27 メール
一体、いつから通常ダイヤに戻るのでしょうか?最終が、22時30分高松築港発は、あまりにも御社の社会的責任を果たして無さすぎだと思います。定期代の返還していた
だきたい位です。他の交通機関は、しっかり役割を果たしてます。

ご不便をおかけして申し訳ありません。2020年7月1日から最終便は、平日、土日祝とも高松築港発の琴電琴平行きは22:00、滝宮行は22：30、長尾行は22:05、瓦町発の
琴電志度行きは22:16となっています。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、弊社も新しい生活様式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。

7/28 メール

清掃の件でお返事いただきました。先週土曜日に琴平線を利用しましたが、シートにゴミ等が目立ち、汚く感じて、もたれかかることができませんでした。床もゴミが目立
ちました。本当にきちんと清掃されてるのか？といった疑問を感じてしまいます。お言葉返すようで申し訳ないですが、4日に1度きちんと清掃しているという感覚かもしれ
ませんが、今の時期は毎日徹底した方が良いと思いますが。シート老朽化している所、対処されているとありましたが、実際、自分が座った場所で異様に沈む所あったり
しましたよ。窓を開いていると虫が入ってきて服についてきて不快なので、なんとかならないのかと思います。

ご不快な思いをさせて申し訳ございません。4日に一度の検査入場時に清掃係員が、きめ細やかな点検や清掃を実施しています。その他にも、毎日乗務員が始発前の
点検作業時や停車時分がある終着駅においてホウキや粘着カーペットクリーナーを用いて清掃点検を行っています。また電車のシートは2年に一度の定期検査入場時
に検査を行い補修を行っています。現在新型コロナウイルスの感染症対策として雨天時以外は窓を開けて走行しているため、車内に虫等が入りやすくご不快な思いをさ
れているとは思いますがご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も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。

7/28 高松築港 6時18分発にしてほしい
ご意見ありがとうございます。高松築港駅発の琴電琴平行きは、お客様にわかりやすいよう毎時00分と30分のパターンダイヤを設定しております。ご意見につきまして
は、今後の参考とさせていただきます。

7/28 メール 駅に手指消毒のアルコールジェルを設置してほしいです。吊革を持った後、改札の近くにあると助かります。ご一考ください。
ご意見ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の防止対策として、各有人駅（16駅）の改札口付近にスプレータイプのアルコール消毒薬を設置しております。
手指の消毒効果としては、スプレーとジェルタイプの違いはなく、指先まで均一に噴射出来て素早く乾くというメリットがあることから、スプレータイプの消毒薬を設定して
います。なお、無人駅は、管理が困難なため設置する予定はございません。今後も引き続き感染防止対策にご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

7/28 メール

コロナ禍がずっと続いて、再来月の9月20日(日)・9月21日(月・祝)・9月22日(火・祝)のシルバーウィーク期間の3日間琴電20形23号、琴電5000形500号の琴電レトロ列車
特別運行されていた2つの車両が現役引退した後に静態保存されるのです。来年(令和3年 2021)5月3日(月・祝)・5月4日(火・祝)のゴールデンウィークに琴電1000形120
号、琴電3000形300号の2つの車両が現役引退されていて、廃車・解体も行われていて、一斉に琴電旧型車が引退されていた時に「まちの記憶あすかり所inことでん」と
題目として、琴電旧型車で活躍していた分の車両があったパネル写真を展示もしてほしいです。

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等は自粛しておりますが、ご提案いただいたイベントを参考に検討してまいりま
す。

7/30 メール
志度行き下りの7:56分の電車が欲しいです。今7:46分の電車は密だと思います。このまま56分の電車はなくなってしまうのでしょうか。いつからスタートしますか。検討お
願い致します。

現在、特別ダイヤで運行しており、適宜、乗車調査を実施しております。お申出の瓦町7:46発の琴電志度行きの電車につきましては、3両編成で運行しており乗車率は
22％～26％で座席もご利用いただける状況です。今後も引き続き感染防止対策に取り組みながら、ご利用状況を基にダイヤを設定してまいります。引き続きお客様のご
理解・ご協力をお願いいたします。

7/30 メール ことでん(電車)の乗降時にカード型のSuicaは利用したことあるのですが、モバイルSuicaも利用することは可能でしょうか? ご意見ありがとうございます。ことでんを乗車される際にモバイルSuicaで決済することは可能です。今後ともことでんのご利用よろしくお願いいたします。

7/30 瓦町 志度線エスカレーター手すり横に、ホコリが溜り過ぎてて、気持ち悪いです。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お申出を受け、直ちに点検・清掃を行いました。今後も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。

7/30 高松築港 昔と違ってことでんのサービスが良くなってると思います。昔は汚いし、社員の態度も悪かったので、今は非常に頑張ってると思います。これからもがんばって下さい。
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。またのご利用を
宜しくお願いいたします。

7/31 メール この夏休み期間中に還暦の赤い電車(1081F)を見たいのですが、4日に一度検査日で運行しないと伺っています。現時点での8月の検査日を教えてほしいです。
お問い合わせ頂きました2020年8月の1081×1082号車の入庫は、4日、8日、12日、16日、20日、24日、28日です。なお、検査日以外にも当該車両を運用しない場合がご
ざいます。お手数をおかけしますが、ご利用日が決まりましたら、4日前を目処にことでん運転営業所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。

7/31 栗林公園 減便を解除してください。
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、ご利用のお客様に置かれ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
しい生活様式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。

7/31 栗林公園 便数を以前に戻してほしい。駅員はいらない。

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、ご利用のお客様におかれ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
しい生活様式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。なお、駅係員は
お客様のご利用状況を勘案し必要最低限を配置しており、お客様の安全やサービスからも今のところ、変更する予定はございません。ご理解ください。


