
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2020/09/16 栗林公園 往復券や回数券を導入してほしい。

ご意見ありがとうございます。弊社では、2005年2月に回数割引を適用したイルカカードの導入したことから、回
数券の取扱を廃止しております。また、往復券は、2020年8月13日～9月30日まで期間限定で23号、500号の引
退記念乗車券（仏生山駅～琴電琴平駅）を数量限定で発売しております。ことでんの駅やインターネットで発売
しておりますので、この機会に是非お買い求めください。

2020/09/16 一宮 すわるトイレになってほしい。
ご不便をおかけして申し訳ございません。駅トイレの改修には多額の費用が必要となるため、早期の改修は困
難です。ご意見につきましては、大規模な改修時に検討してまいります。ご理解下さい。

2020/09/17 メール

林道の駅を利用しているものです。交番側の駐輪場を利用しているのですが朝、ボランティアの駐輪場を整理
している方を見かけます。整理してくださるのは大変ありがたいことなのかもしれません。ですが私は朝8時前
後の電車に乗って帰りは22時を過ぎることがほとんどで暗い中自転車を見つけようにも元々あった位置とは程
遠いところにあるのでなかなか見つけられず、またひどい時は左右前後にぎっしりとつめつめで整理されている
ため、いくつもの自転車を移動させてやっと自分の自転車を取り出すことができる状態です。いくらとなりに交番
があるとは言え、あの暗い中で1人自転車を探し取り出す作業はいつも不安です。これはなんとかならないので
しょうか。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。夜間の時間帯に当該駐輪場を確認したところ、北面に設置し
ている1箇所の外灯で駐輪場全体を照らしていましたが、駐輪場の西端部分が薄暗くなっておりましたので、防
犯用の外灯を一基、増設いたしました。今後もお客さまが安心してご利用いただけるよう努めてまいります。

2020/09/17 メール

9月13日に香川県内の旅行のついでに沿線で撮影をしていたら貸切電車の参加者と思われる方に「貸切電車
の参加者ですか?」と聞かれこちらは違いますと答えたら、「次来る電車は貸切電車なのでもし撮影されるので
あれば参加費を支払っていただきたいのですが…」と金銭を要求されました。この後の予定もあり早々に立ち
去り、また、被害にも遭ってないので警察には相談しませんでしたが、せっかくの旅行が台無しになりました。こ
とでんさんに質問ですが貸切電車は沿線で撮影する際にも参加費が必要となるのでしょうか?回答をお願いし
ます。

ご意見ありがとうございます。弊社では貸切電車を運行するにあたり、主催者のお客様から貸切料金をいただ
いておりますが、お客様同士の金銭の収受につきましては一切関与しておりません。また、沿線での撮影につ
いてマナーを守っていただくよう呼びかけを行っておりますが、撮影の許可等は行っておりません。お客様のご
理解をお願い申し上げます。ご意見につきましては、当日の貸切主催者様にお伝えさせていただきました。

2020/09/17 メール
回送電車が来るときは回送だと分かるようにアナウンスか表示して下さい。いつも乗ろうとすると乗れませんと
言われ、イラッとします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。回送列車の案内は駅係員や乗務員が行っております。なお、車両前
部に行き先案内・種別を表示しておりますので、乗車前にご確認をお願い致します。

2020/09/17 メール
潟元駅から屋島駅の沿線に住んでいるが、線路内の雑草が伸びているので、対応してほしい。毎年、草刈り作
業を見かけるが今年は作業していないので、景観も悪くなっている。背高泡立草の種が家に飛んでくるまでに
対応してほしい。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。毎年、全線の草刈りを実施しておりますが、潟元駅～琴電屋島駅間
は、まだ草刈りを行っておりませんでした。お申し出の箇所の草刈りを2020年9月17日と18日の両日に実施しま
した。

2020/09/18 メール
9月○日の琴電琴平駅10:43発の電車の車掌さんの行動が気になったので投稿します。何か乗務中にスマホを
触ってるように見える仕草をしていました。もしそれが本当なら大問題だとは思いますが、事実確認をとってい
ただく事は可能でしょうか?

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。乗務中は携帯電話の電源を切るとともに乗務員カバンに収納
しておくよう指導しております。当該車掌には、常にお客様に見られていることを意識し、執務態度を疑われる
ような行動は行なわないよう注意指導を行ないました。今後も、お客様が安心してご利用頂けるよう努めてまい
ります。

2020/09/18 メール
レトロ電車のさよなら運用を聞いたら非公開だから教えられないとマニュアル通りの回答が返ってきた。つまり
他県から来るなと。コロナが感染するから来るなという解釈でよろしのですね。とんだ三下鉄道会社ですね。こ
んな所でコロナ差別をするとはさすがクズ野郎。

大変申し訳ございませんが、レトロ電車のさよなら運転につきましては、新型コロナウイルス感染症の対策とし
てガイドラインに基づき開催します。県内外からご応募があり、28都道府県、計234名のお客様がご当選されま
した。新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別ではないことをご理解ください。

2020/09/18 琴電琴平

初めて、ことでんに乗り、琴電琴平駅に降りたのですがホームにレトロ電車がたまたま「停車していて、何も知ら
ずに写真撮影していましたら、駅員から「撮影しないでもらえるか？」と怒りっぽく言ってきました。正直何も知ら
ないで撮影したのは、申し訳ありませんでしたが、そんなに撮影してほしくなければ、「撮影禁止」の張り紙など
で注意した方が良いのでないでしょうか？正直駅員に注意された時ものすごく心に傷がつきました。

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。

2020/09/18 メール

先般　太田駅の近くで飲食業をされている方から、複線化工事で踏切周りの景観が変わった為か、最近よく「太
田駅へはどう行くの？」という質問を受ける。元々太田駅は目立たないのだから、踏切の辺りに看板等を取り付
けて欲しい。うちに来るお客様からも以前から「太田駅って分かりにくい。」「車だと曲がり角を通りすぎてしま
う。」という声が有った。検討して欲しい。という申し出を受けました。尚踏切は太田駅北踏切です。

ご意見ありがとうございます。道路標識の設置は弊社で行えないため、当該道路を管理している道路管理者に
申し出の内容をお伝えさせていただきました。

2020/09/19 三条 券売機に千円を入れたら五百円2枚で返却された！もう二度と利用しません。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社に設置している券売機のほとんどが1000円札を投入後に
返却レバーを操作すると500円硬貨二枚で返金されます。ご理解ください。

2020/09/20 メール 終電の時間をもう少し遅い時間にしていただきたいです。

お問い合わせありがとうございます。新型コロナウイルスの感染は香川県でも終息することなく、自粛ムードの
中、ことでんをご利用されるお客様も減少し、大幅な減収が続いております。2020年7月1日からの現ダイヤは、
減便前の86％の運行本数ですが、多くの方が新しい生活様式へ対応し、宴会、出張、旅行、会合、イベント、冠
婚葬祭等が激減している状況で、2020年8月の定期外でご利用されている乗客数は昨年の約53％となっており
ます。減便前のダイヤに戻してほしいとのご要望を頂いておりますが、2020年4月～8月の定期外利用は、昨年
の約48%という現状を考えると、現状の運賃収入で減便前のダイヤを運行する経費を確保することはできず、現
ダイヤが最大の運行本数となります。また、運行を再開する場合においても通院などにご利用されている昼間
の時間帯の優先的な運行再開を考えると深夜時間帯の便は、その後の検討となります。現在のご利用や新型
コロナウイルスの感染状況では、弊社だけの独力で今以上に運行を拡大することができません。今後も駅や車
内の感染拡大の防止対策は今後も徹底してまいります。お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年9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。



2020/09/20 メール
ことでんの車両更新、ぜひ実施していきたいです。琴平・長尾線には、京成3600系及び京急1500系を、志度線
には東京メトロ丸ノ内線の02系を入れていただきたいです。

ご意見有難うございます。車両の導入計画は現在のところ未定ですが、今後の車両導入時の参考にさせてい
ただきます。

2020/09/20 メール

先日9/13に、たまたま旅行で高松に行きました。その際に、赤い京急カラーを撮影出来たらと沿線に居ました。
そしたら、500-120号に長尾線用600系を連結した臨時列車が走って来ました。運良く撮影は出来たのですが、
その際の出来事です。陶～綾川間にて撮影をしたのですが、貸切を主催している方？参加者？と思われる方
が多数居ており、参加者ですか？と話しかけられました。私は何の事かサッパリ解らずでしたが、違うと申し出
ると、これはお金を出して車両を走らせているのだから、参加者以外撮影禁止だ。撮影するならお金を払えと言
われました。また、場所取りで仕切りを作っており、この枠内は場所取りしているから立入禁止だと言われまし
た。参加者じゃないなら、この場所から立ち去るように促されました。私は拒否して撮影しましたが、その後に金
払えと恐喝まがいの暴言まで吐かれる始末。琴電さんは、そのような方々に車両を貸したりイベント許可をして
いるのでしょうか？非常に怖くなったと同時に、このような方々が居る事に悲しくなりました。また、主催者？参
加者は、通常イベント時には、参加証等を身につけているものでは無いでしょうか？そういった事も無く、2000
円の支払いまで請求され、一体どうなっているのでしょうか？まずは、状況を教えて頂きたいと思っています。
お忙しいとは存じますが、宜しくお願い致します。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。貸切列車は、会社・学校旅行や趣味グループの旅行など電車
の運行に応じた料金を設定し、現在は、新型コロナウイルス感染症の対策や車内マナーをご理解いただいた
お客様にご利用頂いております。貸切電車内でのイベントは、お申込み頂いた主催様にお任せしているほか、
沿線での撮影許可や禁止等の制限は一切行っておりません。2020年9月13日に開催された貸切運行の主催者
様から撮影に関するお客様同士の金銭の収受に関して、弊社は一切関与しておらず、把握もしておりません。
お寄せいただきましたご意見につきましては、当日に貸切された主催者様にお伝え致しました。今後もことでん
のご利用と貸切電車をご用命くださいますようお願い申し上げます。

2020/09/20 メール
朝、利用してますが、電車の乗り方が非常識な人間が多い。自分の乗ろうとしたら、狭いのにも関わらず横から
割り込んでくる社会人。本当にイライラします。かつ、降り口に着いたら人を睨み付けていく有り様で。喧嘩をし
てもいいが、本当に朝から気分が悪い。こういう時はどのようにしたらいいのですか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗降時のマナーにつきましては、ポスターや電光掲示板等の
表記物や車内放送等によりご協力をお願いしております。今後も乗車マナー向上について放送頻度をあげるな
ど積極的な案内を実施し、お客様に快適にご利用頂けるよう取り組んでまいります。

2020/09/20 メール

大正14年(1925)に元大阪鉄道で活躍していた琴電20形23号が95年琴平線・志度線・長尾線の朝ラッシュ時で
活躍していた車両が現役引退されて、昭和3年(1928)に車両製造された琴電5000形500号が92年琴平線・長尾
線朝ラッシュ時及び志度線に活躍していた車両が現役引退されていて、またレトロ列車特別運行として活躍し
た車両が営業運転が終了となられて、残りの琴電旧型車で現役運行して活躍している琴電1000形120号、琴電
3000形300号の2つの車両がGo Toトラベルが来月10月1日(木)から実施開始されますので、ことでんレトロ列車
特別貸切運行を仏生山―琴電琴平間まで本格化されていて、大正15年(1926)12月21日(水)に琴平電鉄が開
業と同時に車両が製造をされていたのです。私も旧瓦町駅舎十角形があった時代だった頃から長尾線・志度
線で活躍していた琴電旧型車が運行してあった車両が昔からとても大好きでした。本当に懐かしの車両でし
た。

お問い合わせありがとうございます。2020年9月21日のシルバーウイーク レトロ電車特別運行のイベントをもち
まして、23号と500号は無事に引退することができました。

2020/09/20 メール

9月13日に運転されたレトロ+長尾線600形の団体列車において、公道上にて主催を自称する一団が偶然居合
わせた撮影者に対して団体列車の参加費を徴収するようなことがありましたが、御社としてはこの徴収行為を
把握されていますでしょうか?過去、数回このような参加料金を公道上で徴収するという行為が散見されていま
すが、今後の団体列車においてもこのような行為に対して参加費の徴収行為がなされる場合、どのように対応
すればよいか、御社の団体申込者に対する考えをお聞かせいただければ幸いです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。貸切列車は、会社・学校旅行や趣味グループの旅行など電車
の運行に応じた料金を設定し、現在は、新型コロナウイルス感染症の対策や車内マナーをご理解いただいた
お客様にご利用頂いております。貸切電車内でのイベントは、お申込み頂いた主催様にお任せしているほか、
沿線での撮影許可や禁止等の制限は一切行っておりません。2020年9月13日に開催された貸切運行の主催者
様から撮影に関するお客様同士の金銭の収受に関して、弊社は一切関与しておらず、把握もしておりません。
お寄せいただきましたご意見につきましては、当日に貸切された主催者様にお伝え致しました。今後もことでん
のご利用と貸切電車をご用命くださいますようお願い申し上げます。

2020/09/20 瓦町

コロナ感染拡大の中においても、地域の公共交通機関として沿線住民の大切な足としての役割を果たされ感
謝しています。さて、私は琴平線沿線に住み時々「綾川駅」を利用しているのですが、不便に感じていることが
あります。それは、他の駅では改札口の前に「時刻表」が掲示されているのに、同駅ではホームに小さな時刻
表が掲示されています。「綾川駅」の利用者にとって、「改札口前に時刻表の掲示」があれば有益だと思いま
す。ご検討、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。電車の時刻表は、可能な限り券売機付近の表示に統一しており、ご
意見は今後の参考とさせていただきます。

2020/09/20 瓦町

いつもことでんを利用しています。ことでん今橋駅から、まちなかループバスのことでん今橋駅のバス停を乗り
ついで、浜の町まで行きますが、ことでん今橋駅の駅員に方が、平日は10時半まで、土・日・祝日は終日いませ
ん。イルカカードの積み増しをしてもらおうと思っても、不在の時が多いので瓦町駅まで行かなくてはいけませ
ん。有人駅の八栗駅や志度駅が無人駅になり、今後、志度線の全線が無人駅になるかもしれないととても不安
です。せめて平日の17時位まで駅員の方が常往していただけると助かります。今あることでんの有人駅を無人
駅にしないで頂くようよろしくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。2020年4月1日から潟元駅の無人化と今橋駅は平日のみの7時15分から
10時30分の勤務に変更となりました。なお、イルカカードの積み増しは、電車の車掌やバスの運転士にお申し
付けいただければ、チャージが可能です。どうぞご利用ください。

2020/09/20 瓦町
瓦町を9時5分に出発する琴平行が先週まで4両（仏生山から2両）だったはずが、昨日から2両になっていた。利
用状況をみたのでしょうか？（混んではいたが。）新しいドアステッカーは昨日から貼り付けたのでしょうか？

ご意見ありがとうございます。瓦町駅9時5分発の電車ですが、ご利用状況を調査して、2020年9月14日から車
両運用を変更いたしました。随時、乗車調査を実施しておりますが、当該電車は、5～7％の乗車率でございま
した。なお、ドアステッカーにつきましては、百十四銀行様との契約により、順次貼り換えを行っております。今
後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/09/20 栗林公園 栗林公園駅に無料の駐車場をおいてほしいです。この用紙もう残りなかったです。
ご意見ありがとうございます。栗林公園駅の周辺に駐輪場が整備できる鉄道用地が無く、設置には用地の取
得など多額の費用が必要となるため、現在のところ計画はありません。ご理解ください。なお、イルカBOXの用
紙につきましても補充致しました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/09/21 琴電琴平

御礼　レトロ電車に携わる全ての方へ。9/20午前の部のレトロ電車にご縁があって乗車する事ができました。
電車そのものの魅力もさることながら、駅員さんや車両の担当の方の心配りや温かな雰囲気にとても心が和
み、楽しい時間を過ごす事が出来ました。安全な旅の下支えをしてくださっている事、レトロ電車の運行を続け
てくださった事、本当に感謝致します。ありがとうございました。県内在住ですがことでん沿線住まいではない
為、乗る機会は少ないですが、又ことでんに乗りに来ようと思います。ありがとうございました。

温かいお言葉有難うございます。9月20日、21日のシルバーウイーク レトロ電車特別運行のイベントをもちまし
て、23号と500号は無事引退することができました。23号は1925年に川崎造船で製造され94年、500号は1928
年に加藤車両で製造され92年の歴史に幕を閉じました。これまで、ご愛顧いただき誠にありがとうございまし
た。今後もお客様に満足して頂けるようイベントや企画に取り組んでまいります。



2020/09/21 メール
お世話になります。イベントで販売している、レトロ電車ほかの塗装色見本についてなかなか購入機会に恵ま
れないので、期間限定、受注販売で構いませんので通販サイトでの販売をご検討いただきたく、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。シルバーウイークイベントの塗装見本は、ことでんの車両を塗装いただいている
職人の手作り商品として、数量を限定し販売いたしました。こちらの商品は大量生産が難しく、イベント以外で
の販売は考えておりません。今後イベントで販売する際には事前に告知させて頂きます。

2020/09/21 メール

仏生山駅でとても素敵なお心遣いをしていただきました。レトロの電車が目的で、京急還暦ラッピングの車両が
動くのも見れたらよいなぁと思っていましたが、今日のこの後のスケジュールは不明と教えていただきました。そ
の後、レトロ車両の動きを待ちながら次の計画を立てていたんですが、若い駅員さんに、京急の赤い子は今日
はもう動かないと思いますと改めて声をかけていただきました。イベントの対応でお忙しい中、私たちへも気
遣っていただきありがとうございました。明日も利用させていただきます!今回のイベントに際して、様々ご意見
はあると思うのですが、長年使ってこられた車両をファンと送り出そうというイベント企画された琴電の皆様の心
意気、企画力、行動力に非常に賛同しています。これからも応援しています!

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。今後も社員一人一人が常にお客様の立
場に立った接客を心掛け、皆様に親しまれる鉄道を目指してまいります。今後もことでんのご利用よろしくお願
い致します。

2020/09/21 メール

仏生山駅にて還暦の電車を休憩室にしていたり、周りのお客さんに迷惑をかけないよう、できる範囲でレトロ電
車を撮影できるように配慮してくださり、ありがとうございました。自分なりにレトロ電車にさよならができて良
かったです。ありがとうございました。仏生山駅でも赤い電車の運用を聞いても教えてくださるなど、親切な駅員
さんが多くてことでんはとても好きな会社です。これからも応援しています。

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。今後も社員一人一人が常にお客様の立
場に立った接客を心掛け、皆様に親しまれる鉄道を目指し、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

2020/09/21 メール

以前よく貸切列車でお世話になりました、○○同好会の○○です。この度、レトロ列車が引退されるとの事で、
先ずは永年にわたる社員の皆様の安全運行への取り組み本当にお疲れ様でした。貸切列車でも何度か利用
させていただきましたが、メンバーに現役の整備士が多いので、皆すごい苦労をされているのだなと言葉には
せずとも、深い感銘を受けておりました。この度の引退イベントにつきまして、Twitter等のSNSを見ているとこの
度の引退イベントについて、撮影禁止などの処置に文句をつけている輩がいますが、私としてはことでん様は
何も間違った対応はされていないと感じました。むしろ私たち鉄道を趣味とする者が、全くの他人とはいえ、ご
迷惑をおかけし申し訳ない気持ちで一杯です。この2年ほど、メンバーの仕事の都合が合なかったりですとか、
コロナ禍もあり、ことでん様にお伺いできない日々が続いておりますが、もし今回の騒動の後もコロナ禍が去っ
た後、まだ私たち所謂『鉄オタ』の貸切列車をお受けいただけますなら、ぜひ利用させていただきたいと思って
おりますので、その折は宜しくお願い致します。お忙しい中このようなメールをお送りして申し訳ありません。た
だ、鉄オタの中にはこのような考えを持っている者も居るとどうしてもお伝えしたく、ご連絡差し上げました次第
です。末筆にはなりますが、御社のますますのご発展と社員の皆様のご健勝を心からお祈り致し居ておりま
す。

ご意見ありがとうございます。各種イベントについては、少しでも多くのお客様にお楽しみいただけるよう計画を
行っておりますが、現在、新型コロナウイルス感染拡大の中、ガイドラインに基づきイベントを開催せざる負えな
い状況です。その為、シルバーウイークに開催した引退イベントにつきましては、駅構内や沿線での撮影による
密集を避けるため、仏生山駅と琴電琴平駅は撮影禁止としたほか、運行時刻も非公開にてイベントを開催いた
しました。なお、貸切電車につきましては、感染症対策の制限を設けて中止をお願いしたお客様を優先的に承
り2020年8月から順次、運行を再開しています。新型コロナウイルス終息の折には、ぜひ、弊社の貸切電車をご
用命くださいますようお願い申し上げます。

2020/09/21 メール

昨日9月20日(日・祝)・今日9月21日(月・祝)のシルバーウィーク期間中があった2日間大正15年(1925)元大阪鉄
道で活躍していた琴電20形23号、昭和3年(1928)に製造された琴電5000形500号がある琴電レトロ列車の営業
運転終了がイベント開催時が行われていて、私も旧琴電時代だった頃琴電志度線の20形23号、琴電長尾線
5000形500号がある琴電旧型車に乗車した思い出がありますので、まだ長尾線・志度線に冷房車が導入されて
いなかった時代の頃に利用をしていた記憶がありました。本当に琴電旧型車で活躍していた車両がある琴電
20形23号、琴電5000形500号の「さようなら運転」として、本当に最後にレトロ列車特別運行の営業運転ご苦労
様でした。長い期間お疲れ様です。

温かいお言葉ありがとうございます。2020年9月21日のシルバーウイーク レトロ電車特別運行のイベントをもち
まして、23号と500号は無事に引退することができました。23号は1925年に川崎造船で製造され94年、500号は
1928年に加藤車両で製造され92年の歴史に幕を閉じました。これまで、ご愛顧いただき誠にありがとうございま
した。

2020/09/22 高田
女子トイレ不潔。障がい者用、荷物置く所。つる所なし。本当にお客のこと考えていますか？ヒマそうなので
常々トイレくらい掃除ラウンドして下さい。倒れますよ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。高田駅のトイレは、1日3回、清掃点検を実施しているほか、雨
天時以外には床面・便器等の水洗い洗浄を行っています。今後もお客さまが快適にご利用いただけますよう清
潔な環境を整えてまいります。なお、トイレ内に手荷物置き台と手荷物フックを設置いたしましたので、ご利用く
ださい。

2020/09/23 メール
令和2年7月からの減便についてHP時刻表にわかりやすく記載して欲しい。減便対象の時間の色を変えるなど
してほしい。時刻表の上に書いているだけではわかりにくいです。知らずに行って40分近く待たされることにな
り、予定に遅刻する結果となりました。

ご不便をおかけし申し訳ございません。2020年7月1日からの減便ダイヤのホームページには、休日ダイヤに色
分けに表示していることから、減便箇所の色分けは考えておりません。ご理解ください。なお、減便時刻を抜い
て表示しているほか、HTML版は、減便時刻を表示しておりません。ご不明な点などございましたら、駅係員ま
でお申し付けください。

2020/09/23 メール
9月20日、9月21日に23号、500号のさよなら運転がありましたが、当選者以外は撮影禁止、時刻の公表もなし。
挙げ句の果てには「漏らすと違法」との文言で参加者を脅し、情報統制を取ろうとする。抽選で外れた人のこと
は全く考えていないのでしょうか?昔のようにHPで公開出来ない理由があるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。今回のシルバーウイークレトロ電車のさよなら運転につきましては、新型
コロナウイルス感染症のガイドラインに基づき開催いたしました。駅構内や沿線での撮影による密集を避ける
ため、仏生山駅と琴電琴平駅は撮影禁止としたほか、運行時刻も非公開にてイベントを開催いたしました。しか
しながら、違法駐車による沿線住民からの苦情や田畑に進入し無断で雑草を刈込などの悪質なマナー違反が
あり、警察に巡回・警らを依頼する状況となってしまいました。イベント開催時には、新型コロナウイルスの対策
を徹底してほしいとのご意見も寄せられており、お客様と弊社社員およびその家族の健康・安全を最優先に考
え、今後もイベントを検討してまいります。また、撮影マナーやモラルに反した自分勝手な行動につきましても関
係機関と連携を図り、対応してまいります。今回、当選されなかったお客様におかれましては、誠に残念です
が、ご理解のほど、よろしくお願い致します。



2020/09/23 メール

ことでんさんで貸切が走る際のトラブルが最近多すぎます。たまたま偶然撮れたレトロの貸切をSNSに載せた
だけで「あなたは参加者でもないのに喜んで掲載していますが、お金を私達に払ってもらってもいいですか?」み
たいな愚痴をツイッターで飛ばされた事があります。それ恐喝でしょ?そのルールにことでんさんは同意してるん
でしょうか?本当に何も知らずに載せる人なんて誰だっていますし、では偶然居合わせた一般の人が写したりし
てたらその人からもお金取るのですか?次に、某日の陶駅に撮影者が多数いるため急遽貸切のダイヤを変更し
た事例がありましたよね?そこまでする事なのですか?トラブル回避のためなら最初から走らさなければいいで
しょ。あと駅のホームなどにコーンを置いて関係者以外撮影禁止と書かれた貼り紙をして撮影会をする団体を
見た事がありますが、見てるだけで酷い差別感を感じて気分が悪いです。幹事の意向?私にはその気持ちが理
解出来ません。あの撮影を辞めるよう注意してくる糞デカい態度はなんですか?ことでんさん主催なら分からなく
もないですが、23号と500号最終日も仏生山と琴平で撮影禁止の張り紙を出した事、ラストランのダイヤをオフ
レコにした事で各地でトラブルがありました。来年の残りのレトロ引退までまた揉め事が起こらないか不安の芽
は消えません。以上、今後も貸切を走る際は何かしらの再発防止策を徹底して考えるべきと思います。

ご意見ありがとうございます。貸切電車のご利用について、一定のマナーを守っていただくようお願いをしてお
りますが、お客様同士の金銭の収受や撮影禁止等の規制に関しまして弊社は一切関与しておりません。少し
でも多くのお客様に貸切電車をご利用していただきたく、貸切電車内のイベント等に制限は設けておりません。
また、貸切電車の運行ダイヤについては非公開としており、主催者様のみにご案内しております。なお、23号と
500号のラストランイベントにつきましては、新型コロナウイルス感染症のガイドラインに基づき開催いたしまし
た。駅構内や沿線での撮影による密集を避けるため、仏生山駅と琴電琴平駅は撮影禁止としたほか、運行ダ
イヤも非公開にてイベントを開催いたしました。お客様のご理解をお願い申しあげます。

2020/09/23 瓦町
貸切が走る際のトラブルが多すぎます。撮影禁止と書かれたカラーコーンを見た事がありますが、絶対にトラブ
ルの元になります。そのような規制は辞めるべきです。例え主催者の意向であっても。

ご意見ありがとうございます。貸切電車をご利用のお客様にはマナーを守っていただくようお願いをしており、弊
社として撮影禁止等の規制は一切行っておりません。2020年9月20日と21日の両日に開催いたしましたレトロ
電車特別運行につきましては、ガイドラインに沿った形での開催が必要であった為、駅構内の密集を避ける目
的で撮影禁止とさせていただきました。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/09/24 メール

これは、苦情返信用の定型文ですか？どの苦情もパターン別に同じ文書を返信するのですね。2回送信したの
ですが全く同じ返信が二回くるとは思いませんでした。機械的な対応に、びっくり。よくある苦情みたいな対応で
すね。お便りしたことを後悔しました。きちんと返金事務処理はしていぢけるのでしょうか？全てが心配になりま
した。愛すべき地域にこのような交通機関しか選択肢がないのかと残念です。

ご不快な思いをお掛けし、大変申し訳ございません。お客様からのご意見につきましては社内システムにて全
社員が情報の共有を行っており、再発防止に努めております。今後は一人ひとりがきめ細やかな対応及び接
客に取り組んでまいります。なお、クレジットでのご返金につきましてはクレジット会社よりご返金させていただき
ます。この度は大変申し訳ございませんでした。

2020/09/24 メール
よく電車に乗っているが車掌の放送が統一性がなく聞き取りずらい。雑音がひどすぎて内容がわからない。どう
いう指導をしているのか。

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、統一した放送を
行うよう指導しています。現在、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、雨天時以外は窓を開けて車内
の換気に取り組んでいます。このような状況であるため、車内放送が聞きづらい場合があり、大変申し訳ござい
ません。引き続き、感染症の防止対策を講じながら、わかりやすい車内放送の提供に取り組んでまいります。

2020/09/25 メール 伏石駅の開業はいつになるのでしょうか?
ご意見ありがとうございます。伏石駅の開業につきましては、現在進めております三条～太田間の複線化およ
び駅前広場整備（駐輪場整備）の竣工が必須となりますので、各工事の進捗をみながら関係機関と調整を行っ
ているところです。具体的な開業日が決定しましたら「ことでんホームページ」等で正式に発表いたします。

2020/09/25 栗林公園 電車の両数多くして。
現在、琴平線40両、長尾線20両、志度線20両の計80両を所有しています。車両の増備は、留め置き場所の確
保が必要となるため、現在のところ考えておりません。ご理解ください。

2020/09/28 メール
9月20日(日・祝)・21日(月・祝)に大正15年(1925)製造された元大阪鉄道で活躍していた琴電20形23号、昭和3
年(1928)に製造された琴電5000形500号が最古のさよなら運転が行われて、今後琴電20形23号は、四国八十
八ヵ所志度寺に譲渡先が決まっていて、琴電5000形500号は、譲渡先は、どちらに静態保存されるのですか!

ご意見ありがとうございます。23号、500号共にさよなら運行できたことありがたく思います。500号も23号と同様
に来年度以降、静態保存として譲渡される予定となっております。

2020/09/28 メール

大正14年(1925)に製造された琴電20形23号のレトロ列車が現役引退されてていて、旧琴電時代の昭和63年
(1988)～平成3年(1991)にかけて、志度線で活躍していた21号、22号、24号の車両があった車体更新を仏生山
工場で整備している様子の写真も入れてほしいです。また当時長尾線で朝ラッシュ時として、活躍していた23号
の車両のニス塗りをしてあった赤い塗色の車両を平成4年(1992)頃から平成5年(1993)にかけていて、当時仏生
山工場で車体更新整備されていた写真も入れてほしいのです。

9月21日のシルバーウイーク レトロ電車特別運行のイベントをもって23号と500号は無事に引退することができ
ました。ご提案いただいた内容については、今後の企画の参考とさせていただきます。

2020/09/28 メール
9/20に琴電琴平駅にて、レトロ電車色見本という商品を購入しました。しかし、それに記載されていた色の説明
で、本当は「ファンタゴンレッド」のところ「ファンタンゴレッド」と、「ン」と「ゴ」が逆になっていました。正しく記載さ
れた紙を、送ってもらうことは出来ないでしょうか?

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。塗装の名称に関しまして確認したところ「ファンタンゴレッド」が正しい名
称となっており、弊社HPでも「ファンタゴンレッド」と誤表記している箇所がございましたので修正いたしました。

2020/09/28 メール

・ダイヤ改正を実施し、現行の特別ダイヤを正式なダイヤとしてほしい。そうすれば、元のダイヤに戻してほしい
というクレームもなくなる。・感染防止対策でなく、経営の悪化による減便という目的を明確に打ち出してほし
い。経営が悪化した以上減便さぜるを得ないのであるから、それをきちんと説明し、恒久的な減便をきちんとし
た意思で行ってほしい。・経営が悪化しているのであるから、ICカードの割引率の引き下げも検討するべき。取
れるところから取らないと会社がまた倒産してしまう。

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は香川県でも終息することなく、自粛ムードの中、こと
でんをご利用されるお客様も減少し、大幅な減収が続いております。現在、琴平線の三条駅～太田駅間に伏石
駅の開業を予定しており、現在のご利用状況を勘案し、ダイヤ改正の準備を進めています。具体的な開業日は
決定しておりませんが、今年度内の開業を目指し、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。

2020/09/28 メール

仏生山駅前が変わっていて、車での送迎ができずに困りました。お年寄りの方や怪我をしていたり調子が悪い
方、また夜暗い時間の送り迎えができません。特に迎えの際、待つことができません。バスターミナルの方を使
おうとしたらバスに追い出され一般車は侵入禁止だと言われました。駐輪場が増えたのはよかったのですが、
車での送迎が必要な場合はどうしたらいいんでしょうか?

ご意見ありがとうございます。仏生山駅の西口にバスロータリーが設置され、バス停が移転したことにより、
2019年11月13日から駐輪場を拡充し、運用を開始しております。送迎されるお客様には、仏生山駅前に車寄せ
スペースを設けていますので、どうぞご利用ください。なお、長時間の停車はご遠慮いただきますようお願い致
します。また、高松市立みんなの病院に隣接する駐車場は、入出場に「IruCaカード」が必要となりますが、20分
以内の出庫に限り無料でご利用頂けますので、どうぞご利用ください。



2020/09/28 メール

高松琴平電気鉄道　レトロ電車イベントご担当者様。突然のご連絡失礼いたします。私は9/21(月・祝)にレトロ
電車特別運行の、夜の部に参加させていただきました、神戸市在住の鉄道ファンです。この度は貴重な経験を
させていただきまして、本当にありがとうございました。誰もが予想しない高松築港への運行、撮影会ではライト
アップ用の車両の準備など、サプライズから細やかな心配りまで、ことでんさんの熱意が伺える、大変素晴らし
いイベントでした。引退は残念ですが、素敵な社員の皆様や大勢のファンに見送られて、23号・500号にとっても
幸せなラストランになったのではないでしょうか。今回はその御礼のメッセージをお伝えしたく、また、社員の方
を撮影させていただいたスナップ写真をお送りしたく、メールを送らせていただきました。特に車掌の○○様は
「23号に思い入れがあるんです」と仰っていましたので、この写真をご本人にお届けいただけますと幸いです。
来年のGWでレトロ電車は全て引退となるそうですが、今後もことでんさんの「ワクワクさせる企画」を楽しみにし
ています！京急カラーラッピングのクラウドファンディングにも参加していますので、また近いうちに遊びに行け
ればと思っています。では。

温かいお言葉有難うございます。9月20日、21日のシルバーウイーク レトロ電車特別運行のイベントをもちまし
て、23号と500号は無事引退することができました。23号は1925年に川崎造船で製造され94年、500号は1928
年に加藤車両で製造され92年の歴史に幕を閉じました。これまで、ご愛顧いただき誠にありがとうございまし
た。今後もお客様に満足して頂けるようイベントや企画に取り組んでまいります。

2020/09/28 三条
生まれた時から5歳まで高松市の太田駅の近くに住んでいました。なので、琴電が大好きです。発車メロディの
鳴る駅をもっと増やしてほしいです。

ご意見ありがとうございます。現在のところ、発車メロディを増設する計画はございません。ご意見につきまして
は、今後の改修時の参考とさせていただきます。

2020/09/29 メール もっと分かるように工夫して下さい。
ご不便をおかけして申し訳ございません。駅係員や乗務員には回送列車の案内を確実に行うよう周知しており
ます。なお、車両前部には、行き先案内・種別を表示しておりますので、乗車前にご確認をお願い致します。

2020/09/29 瓦町

今日も瓦町セブンイレブン前のトイレ。女子汚れ、髪毛、便、流し忘れ、トイレットペーパー切れ。職員が掃除し
ないからいけないのです。家はきれいにしているのでしょう。これは破り捨てでしょう。皆黙っているのです。声
なき声、物言わぬ人の身になって支払って不等な所を利用せざるを得ない不理尽です。自分に喜ばしいことを
身をもってして下さい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。トイレの清掃につきましては、定期的に実施しておりますが、
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。

2020/09/30 メール
志度線朝7時台の大町発瓦町行きの便が急に2両編成になり、非常に混むので不快な思いをしています。以前
のように3両編成に戻して下さい。

ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年9月15日より2020年11月6日までの予定で志度線3両の1編成
が定期検査を実施しており、2両での運行となっています。定期検査のため、2020年9月8日から駅ポスター等
でお知らせさせていただいている通り、現在3両で運行できる車両がありません。なお、車両運用は、お客様の
ご利用状況を勘案し設定しています。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。

2020/09/30 瓦町 綾川駅女子トイレの後ろ1つの部屋、音姫の電源が切れています。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2020年9月30日に綾川駅の女子トイレを点検し、機器の電池
交換を行ったところ、正常に動作するようになりました。今後の気持ちよくご利用して頂けるようメンテナンスを
実施してまいります。

2020/09/30 瓦町

ご意見いつも聞きたくないのか。ペンなし、肝心なことは目に見えない。トイレの女性和式奥荷物置きのフックの
ネジが緩んで落ちそうです。何度いっても無駄みたいです。また破り捨てでしょうか？スタッフが使って掃除しな
いから人の気持ちがわからない。困りごとが見えない。スタッフが使って掃除して経費削減したら全てがうまくい
くのでは？家のトイレはきれいなのでしょう。配慮不足、管理不足、まる見えです。失敗から学ぶ姿勢を望みま
す。無理でしょうか？そんなに難しいことですか？いやなら辞めたらいいのです。破り捨てかな？悪循環にしか
見えないのです。他人事です。アクシデントは起きるので反省して誤り正す。ふつうの仕事です。元気な人が優
先座席に座り、子供や障がい者、高齢者は立つかスタンダードな椅子に座り、スタッフ何も注意しない。慣れ
切っているのか疑問ももたない。もの言えぬ人を放っておいてどうなのか？家族もそうしたいようにすべきでは
ないでしょうか？自分がされて嫌なことは、お客もイヤ。自分や家族がして欲しいことをして欲しい、普通のこと
です。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。瓦町駅のトイレに設置している荷物用のフックが破損していま
したので、2020年10月5日に修理致しました。今後も駅施設点検を行い不備があれば、早急に対応致します。
また、優先座席は必要とされている方にご利用いただくためにもマナー向上の啓発に取り組んでまいります。

2020/09/30 メール

拝啓　涼風の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。この度は、シルバーウイークのレトロ電車
さよならイベントの午前の部に参加させていただき、感謝の気持ちをお伝えしたく筆を執った次第です。私事に
はなりますが、30年ほど前私は長尾線沿線に住んでいたので、小さい頃から家族でのお出かけでことでんに乗
ることが非常に楽しかったことを覚えています。また、高校生になっても通学や遊びに行くときに利用するなど、
当時はまだまだレトロ電車が主力ということもあって、私にとってレトロ電車は常に身近な存在でした。現在は
四国を離れ関西に住んでおりますが、レトロ電車が2021年のGWで引退するというニュースに接し、子どもの頃
身近な存在であった。レトロ電車に最後に乗ることができたら、と思い応募。そして当選のメールをいただいたと
きは本当に喜びました。そして当日、レトロ電車に乗り、音やにおい、乗り心地を通じて子どもの頃の楽しい思
い出を思い起こすことができ、往復2時間の行程を非常に楽しく過ごすことができました。このイベントで特に感
銘を受けたことが、さよなら運転というイベントとコロナウイルス対策という背反した二つの対応を実にスムーズ
に行われていたことです。ダイヤでは運転区間や時刻を公開しないことで、特定の時刻・場所にファンが集まら
ないように配慮されていながらも、単線区間の中で適宜5分程度の停車時間を確保され、乗客の私たちも車両
を思い思いに撮影することができたこと。また、出発前の仏生山駅では、レトロ電車入線までの間、わざわざ2
編成をホームに留置して私たち乗客の待機場所として密の状況を作らないように配慮されていることに徹底し
た対応を感じとることができました。おかげさまで、私が見た範囲内では沿線の鉄道ファンも特に大きなトラブ
ルもなく撮影されていたり、車内の他のお客様も楽しい時間を過ごされているように見受けられました。これは、
ひとえに駅員さん、車掌さん、運転士さん、車両整備に携わる方々、線路や電気設備を保守される方々、そして
このイベントを企画運営されたスタッフの皆様の全社一丸での準備とご対応の賜物と存じます。これまでレトロ
電車を大切に整備されてこられたこと、そしてコロナという状況の中にありながらも、このようなイベントを開催し
ていただいたこと、本当にありがとうございました。このコロナが収束し、家族でことでんに乗ってことちゃんにも
会いに行ける日が来ることを願っております。末筆とはなりましたが、レトロ電車の残りの運行が最後まで無事
であること、そして御社がこれからも地域に愛される鉄道としてますますご発展されることをお祈りいたします。
敬具

この度はイベントへのご参加、誠にありがとうございます。シルバーウイークのさよならイベントにつきましては、
本来であれば少しでも多くのお客様にご参加いただきたく思い準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大の中、国からのガイドラインに沿った形での開催の為、やむを得ず参加人数の制限やイベントの非
公開での開催等の対策を実施させていただきました。シルバーウイークで23号と500号は引退いたしましたが、
来年のゴールデンウイークまで120号と300号は運行いたします。残り少ない期間ではございますが、少しでも
多くのお客様にイベントを楽しんで頂けますよう感染対策を実施した上で今後もイベントを計画して参ります。お
客様のまたのご参加を社員一同心よりお待ちしております。


