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2020/10/01 メール
明日(10月1日)情熱の赤い電車、還暦の赤い電車走っていますか?可能であれば高松築港駅を発車する時刻を
教えてもらえますか?

お問い合わせありがとうございます。10月1日の「還暦の赤い電車」と、「情熱の赤い電車」が高松築港駅を発車
する時間ですが、「還暦の赤い電車」は、18時30分、21時30分、「情熱の赤い電車」は、15時30分、17時45分、19
時30分に高松築港駅を発車します。車両の運用についてですが、メールでのお問い合わせでは、お返事に時間
を要しますので、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。

2020/10/01 メール

9月27日(日)に琴平線を利用しました。その便の車掌の○○さんの案内が丁寧で感動しました。電車が駅に到着
する際も大きなお声ではっきりと喋ってくださり、また走行音で聞き取りにくい三条・太田間では、交通安全運動
の案内をわかりやすく聞くことができました。○○さんは過去にレトロ電車の車掌もされていた記憶があります
が、その時も素晴らしい案内をされて感激しました。電車を利用した時に○○さんのお声を聞くと嬉しくなり、接客
業をやっている私としては勉強になります。これからも陰ながら応援しています。寒くなってきますが、お体に気を
つけて頑張ってください。

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お客様目線
のサービス提供に努めてまいります。」と大変喜んでおりました。今後もお客様に満足していただけるよう車内放
送の向上に取り組んでまいります。

2020/10/02 メール
志度線上り大町発7時41分発の電車車両が先月から3両→2両に変更となっています。通勤通学客も多く、新型
コロナ対策の観点からも、是非元の3両に戻して頂きたいです。尚、小生は高齢で感染要注意者です。

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。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。

2020/10/02 メール

香川県に旅行に行った時のこと、高松築港駅で、「パスモは使えますか」と聞くと丁寧に聞いたところ「使える
でー!」と客を客と思わない、乱暴な溜口。ことでんの駅員の粗暴な態度は、昭和の時代からですが、相変わらず
ですね。社員教育ダメですね。せっかく香川県が観光誘致しているのに、県外人にws類印象です。ちなみに、私
香川県出身ですので、ことでんの駅員の態度の悪さは、小学生時代からよく知っています。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅係員には、二度とこのような苦言をいただくことのないよ
う言葉遣いと執務態度に関し、厳重に注意指導いたしました。今後も継続な社員教育を実施し、サービスレベル
の向上に取り組んでまいります。

2020/10/05 メール
映画と電車のチケットを買っていたのですが、10月に行くのに9月末に買ってしまい、期限が切れていました。こ
の際は券は無効となってしまうのでしょうか?

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。お申し出の企画乗車券は、2020年9月末まで有効のシ
ネマチケットと思われます。有効期限を定めている乗車券につきましては、期限終了後に使用することは出来ま
せん。ご理解下さい。

2020/10/06 メール 仏生山駅にコンビニが欲しいです。サラリーマンも多いので需要あると思います。
ご意見ありがとうございます。弊社がコンビニを直営することはできませんが、コンビニ事業を運営する関係会社
にご意見を伝え、店舗開発の参考にさせていただきます。

2020/10/06 メール

2020.10.○久しぶりに電車に乗りました。瓦町7;20発滝宮行きです。車内放送が、何を言っているか非常に聞き
とり難い。自分が73歳の年寄りだからでは無いようです。「仏生山駅で何とかかんとか～」、3度ほどアナウンス
があったと思いますが、不明瞭です。駅に到着して、車両の切り離しだったと理解出来ました。仏生山駅で、若い
車掌さんに交代しましたが、これがまた聞き取りにくい。「何を言っているかわからない」と伝えたところ、少しボ
リュウムを上げましたが、それでも、電車内の音にかき消されて分かりませんでした。切符を買えなかった乗客
の為に車内を往復していたと思うが、何のために歩いているのか分からなかった。帰りは、10;02滝宮発に乗車、
この車掌さんのアナウンスは、素晴らしく明瞭で聞き取りやすく、内容もすごく親切でした。「仏生山駅では～」と
か、「太田駅で、サンメッセに行かれる方は、バスに乗り換えて」とか、「乗車券をお求めの方は、今からお伺いし
ますので～」とか、瓦町での乗り換えの案内も良く分かりました。録音して、他の車掌さんの手本にしていただき
たいと感じました。車掌さんのアナウンスで、琴電に対する印象が全然違います。乗客にお伝えしたいという意
欲の方と一通り言えばよいと思ってる方で、仕事に対する意欲も全く違います。電車内では、騒音があり聞き取
りにくいですが、後者の車掌さんには表彰状をあげたいほどで、安心して乗車できると感銘しました。他の車掌さ
んもそうあってほしいと思いました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には、停車時や走行時に車内放送の音量確認を行う
とともに適切な音量で放送するよう注意指導いたしました。今後も定期的に実施している教習や列車添乗を継続
して行い、車内放送のレベルアップを図ってまいります。なお、お褒めを頂いた車掌にご意見を伝えたところ、「お
言葉を励みに今後もより良いサービスの提供に努めます。」と大変喜んでおりました。 今後もお客様が快適にご
利用していただけるようサービスの向上に努めてまいります。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/10/06 高田
琴平線で新たに1200型で京急色に復活した編成がデビューしましたが、これもイベント運転で長尾線走ったりす
るんですかね？

ご意見ありがとうございます。1200型車両の京急色は、広告主様の有償のラッピングであり、ことでんのイベント
で使用する予定はございません。ご意見は今後のイベント開催時の参考とさせていただきます。

2020/10/06
高松築

港
10/2（金）のことでんツイッターの動画のクライマックスにことでん貸切乗車団が映ってて挨拶してましたが、公人
気取りするな。早く解散しろ。

ご意見ありがとうございます。2020年9月23日から運行を開始した京急リバイバルカラーラッピング電車「情熱の
赤プロジェクト」のラッピング施工シーンや走行シーンをまとめたものをKOTOTubeに公開しております。大勢の
方のご支援によりクラウドファンディングが成立したと伺っており、主催者であることでん貸切乗車団様に動画の
最後で出演して頂きました。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

2020/10/07 メール
今年76歳の母がゴールドイルカを持っています。この度、運転免許書の自主返納をする予定で、その特典申請
でイルカを考えております。(シニアイルカカード1万円分とのこと。)イルカ手続きが出来る駅に行けば、ゴールド
カードに高松市から貰えるシニアイルカカードのチャージ分を移行して頂く事は出来るのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。ご意見のありました件につきましては、IruCa取扱い窓口でシニアIruCaカー
ドを手数料で払戻し手続き後にゴールドIruCaに積み増しすることが出来ます。IruCa取扱い窓口にお申し付けく
ださい。

2020/10/07 メール

高松築港駅の窓口の男性に怒鳴られました。電車が発車する合図があったので走って改札を抜けたら「切符
はぁ!!」と大きな声で怒鳴られました。電車内で買えばすむこと、車掌さんも見えていました。しかも始発なので始
発駅からの料金です。JRが事故で運休になり、乗りなれないことでんに乗りこんな嫌な思いをしました。丁寧に、
とは思いませんが荷物を多く抱えた女性に怒鳴る必要があったのか、と疑問です。大変不愉快でしたのでメール
させていただきました。もう一人の男性は黙って行ったらいかんよ、とフォローしていましたが、始発駅からなら始
発料金を払えばいいので足止めされることはないと思います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅係員には、二度とこのような苦言をいただくことのないよ
う言葉遣いと執務態度に関し、厳重に注意指導いたしました。今後も継続な社員教育を実施し、サービスレベル
の向上に取り組んでまいります。なお、駆け込み乗車は危険ですので、早めに駅にお越しいただきますようお願
い致します。

2020/10/07 瓦町 春日川駅の上りホームの階段に自転車（車いす）用のスロープをつけてほしい。
ご意見ありがとうございます。春日川駅の上りホームにつきましては、市道に隣接していることから、スロープを
設置する用地の確保が難しく早期の実現は困難です。ご理解のほどお願い申し上げます。

2020/10/07 メール

いつも通勤で利用させていただいております。10月○日午後2時30分頃、友人と共に利用させていただきました
が、その折友人は下りの琴平線に乗車しましたが、駅員さんが券売機で切符を買ってくださり、すぐ乗車できまし
た。新型コロナで人の気持ちが殺伐としている昨今、一服の清涼感を得ることができました。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。またのご利用を宜しくお願いいたします。

ご意見をお寄せいただきありがとうございます。2020年10月1日～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。



2020/10/08 メール

電車の利用者です。琴電は、未だに乗客のマスク着用の徹底をしていません。必ず何名かはマスクなしです。し
かし、そのようななか窓を締め切って換気も出来ていない状況です。たまたま感染者が乗っていなかったため感
染拡大をしていないだけだと感じます。御社の感染症に対する認識の甘さにがっかりしています。乗客を守るよ
う対策をお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。新型コロナウイルス感染症の防止対策として、車内の消毒や
換気に取り組むとともにお客様にマスクの着用や会話を控えていただくようお願いしております。今後もポスター
や車内放送による呼びかけを継続してまいります。お客様のご理解・ご協力をお願い致します。

2020/10/08
琴電琴

平

ことでん高田駅の男子トイレも女子トイレと同じ洋式トイレにしてください。それと、琴平線の円座駅から琴平に向
かっていく駅や有名な長尾、志度、屋島、一宮などのように観光ができる駅のトイレを男女とも洋式にしてくださ
い。お願いします。新駅が出来るまでにしてほしいです。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。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。ご理解下さい。なお、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。

2020/10/09 メール

車両を増やして運行して頂きたいです。通勤時間は学生や会社員がいっぱいで、他の方の荷物や体が当たった
りして不安になります。日常生活でどれだけ気をつけていても、電車通勤でコロナに感染するのではないかと不
安です。少しでも密な状態を避けられるよう、通勤ラッシュ時だけでも車両を増やさないでしょうか。最後にこのよ
うな状況の中でも電車を運行して頂きありがとうございます。従業員の方も体に気を付けて、頑張ってください。

お心遣いありがとうございます。今後も感染症対策を講じながら、お客様と弊社社員の健康・安全を最優先に考
え安全安定輸送に取り組んでまいります。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。

2020/10/09 メール

横浜の京急沿線に住んでいる者です。先日、還暦の赤い電車(1081×1082)に引き続き、情熱の赤い電車(1211
×1212)が運行を開始しました。特に、両編成が連結して走る4両編成は京急時代の4両編成を思い起こさせ、非
常に感激しています。そこで、ラッシュ時間帯に走る4両編成で、還暦の赤い電車(1081×1082)と情熱の赤い電
車(1211×1212)を連結させて走る機会をできるだけ増やしていただけないでしょうか。検査の都合など、調整が
なかなか難しいかもしれませんが、両ラッピング電車が同時に走る期間もそれほど長くありませんので、ぜひ検
討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。車両運用は、車両検査を基本として設定しており、検査の内容により検査時間に
違いがあるため、車両運用や車両編成を固定化することは出来ません。ご理解ください。

2020/10/09 メール
琴電屋島駅の壁と台と鉄道営業規則書にスタンプラリーのスタンプが何十個と押されています。さらにスタンプ
の持ち手も折られています。治安が悪く見えてしまうので対処をお願いしたいです。

ご不安な思いをおかけし申し訳ありません。スタンプラリー台の悪戯を確認したため、直ちにスタンプ持ち手の修
理と押されたスタンプを消しました。今後も駅施設の点検を強化し、駅の美化に努めてまいります。

2020/10/09 メール
高松築港駅ホームの屋根が数年前から雨漏りしています。雨の日にホームで電車を待つときに雨に濡れてしま
うのですが、修繕されないのでしょうか。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現地を確認したところ、数カ所に雨漏れの箇所を確認しましたので早
急に補修を実施してまいります。今後も、駅施設を快適にご利用して頂けるよう施設の修繕に取り組んでまいり
ます。

2020/10/12 メール 琴平線の松生踏切(瓦町の近く)の西側の警報器、下側の警光灯が切れていました。
ご連絡ありがとうございます。直ちに当該踏切を点検し、修理致しました。この度は、お客様のお申し出により早
期に対応が出来ましたことを感謝申し上げます。

2020/10/12 メール

日頃より大変お世話になっております。コロナ禍の中、色々と対策しながら運営されている中で、ことでん様には
申し訳ないお問い合わせになってしまうのですが、ホームページの時刻表についてです。現在、私が閲覧した時
点ではホームページの時刻表記載は、通常のダイヤのものが記載されており、その上にリンクが張られていて、
コロナ対策用の減便された時刻表に飛べるようになっています。いつコロナが落ち着くかどうか、またいつまで減
便対応されるかどうか分からない中なのですが、今は通常ダイヤの表記は下げてもいいのではないかな?と思い
ました。というのも、完全に当方の不注意なのですが、通常の時刻表を見て参考にしてしまい、時間に間に合わ
なくなるという事態を招いてしまいました。よく見てくださいと言われればもう仰る通りと言うより他ないのですが、
今通常ダイヤでの運行をされていない中でも、表示し続ける意味があまりないような気がします。一度、ご検討
いただけますと幸いです。いつもありがとうございます。

いつもことでんのホームページをご利用いただき誠にありがとうございます。また、この度はご迷惑をおかけして
申し訳ございません。弊社のホームページで時刻表のページをお気に入り等で登録されているお客様にご迷惑
をおかけしないよう時刻表のページにアクセスされた際に減便ダイヤの注意書きで対応させていただいておりま
した。お申出を受け、誤解を招かないよう通常時刻とのすみ分けを明示させていただきました。今後ともことでん
のご利用よろしくお願いいたします。

2020/10/12 メール
フリーきっぷを使用しているときでも終着駅で一度電車を降りないといけませんか?それとも折り返し乗車してもよ
いのでしょうか?

ご意見ありがとうございます。終点駅では一旦降車した後にご乗車していただくようになります。なお、折返し時
間が短い場合に引き続きご利用される場合には、乗務員にお声掛け頂き降車してください。今後もことでんのご
利用をよろしくお願いいたします。

2020/10/12 片原町

定期券の更新時に、複数名に割り込みされた。駅員さん、順番通りに対応してもらえませんか。目の前でケンカ
する訳にもいかないので、駅員さんが「先にお待ちの方がいますので」と断ってほしいです。スーパーのレジと同
じです。自分もされたら嫌じゃないですか？お忙しいのはわかりますが、今後の顧客満足度につながると思いま
す。特に定期券は一見でなくいつも電車を使っている人だと思うので。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。片原町駅のIruCa定期券発売窓口に明確な導線が表示されて
おらずお並びの場所が分かりづらいのが現状でした。今回のお申し出を受け、床面に表記物を貼付しお並びの
列をわかりやすくいたしました。また、係員の積極的な声掛け案内を行ってまいります。

2020/10/12
高松築

港
7時18分発にしてほしい。（前回記入したものは、時間を間違えました。）

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、現在のところ変更予定はございません。ご理解ください。

2020/10/12 瓦町
松島二丁目の駅から電車に乗る時、子供が水筒を線路内に落としました。車掌さんが寝ころがって棒で水筒を
取って下さいました。ありがとうございました。

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。



2020/10/13 メール
終電の時間を元に戻して欲しい。イベント事などで県外に行くが、終電が早すぎて帰りが間に合いません。昼間
の減便は少しは許せますが、終電だけは元に戻して欲しい。色んなイベントが復活してきているのにそのおかげ
でなかなか行けません。

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。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9月の定期
券以外で利用されている乗客数は昨年の66％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。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。

2020/10/14 瓦町 琴平線瓦町6：15着列車内マスク不着、男性、瓦町到着後、事務室へ違和感を感じます。指導を願います。
ご不快な思いをおかけし申し訳ありません。当該の駅係員に対して注意指導を行うとともにマスク着用の重要性
を理解させました。今後はこのような苦言を頂くことのないよう社員教育を徹底してまいります。

2020/10/14
栗林公

園
1251編成、不具合があったのでしょうか？

ご意見ありがとうございます。1251号車は、運行に問題は無いものの、車両の仕立て点検時に機器の故障を発
見したため、車両を取換し故障個所の修理点検を行いました。

2020/10/14 三条 1070系の4両が見たいです。それか1070系の単独運転も見たいです。
ご意見ありがとうございます。1070型は2枚ドアの車両で製造から63年が経過しており、より良いサービスを提供
するため、現在はラッシュ時間の増結用と予備車両として使用しております。ご意見は今後のイベント開催時の
参考とさせていただきます。

2020/10/15 メール ことでん仏生山駅員は、だらしない
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該駅員には、接客業という自覚を持ち定期的に身だしなみを
整える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致します。

2020/10/15 メール
築港駅より出て フェリー通りの踏み切りの 1つ手前{西}の 踏み切りの 遮断機{南側}が 作動の際 非常に大きな
音が出ています。故障前かな? と思い 老婆心ながら ご報告致します。

ご連絡ありがとうございます。直ちにお申し出をいただきました踏切の点検を行いました。点検の結果、他の遮
断機に比べて動作音は大きいものの異常個所は無く、正常に動作していることを確認しました。このようなご意
見につきましては、踏切の故障などを未然に防ぐことに繋がりますので今後も違和感など、気になる点などござ
いましたら、お申出ください。

2020/10/15 メール
伏石駅が、出来たら利用しようと思っております。営業開始予定は、何時でしょうか?また、開店時に記念切符や
ノベルティの配布や販売の予定がありましたら、値段や期間等、詳細をメールでご連絡いただけるとありがたい
です。

ご意見ありがとうございます。現在、三条駅～太田駅間での複線化工事を進めておりますが、11月１日に切換工
事を完成させる予定です。複線化工事の完成を受け、関係行政機関と調整し、本年内の開業を目指しておりま
す。なお、開業時の記念切符の発売やノベルティの配布の予定はございません。伏石駅開業後のご利用お待ち
しております。

2020/10/12
高松築

港

令和2年10月8日（木）高松築港17時17分発長尾行き電車に乗り、2両連結の後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、着ていた薄色の上着の背中部分に、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。過去に何度も今回と全く同じことがあって、「令和2年7
月6日（月）高松築港17時17分発長尾行き電車に乗り、2両連結の後車両の中央部付近に位置する座席に着席
していたとき」、「令和2年6月19日（金）高松築港17時17分発長尾行き電車に乗り、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とき」にも、「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
していたので、ことでんに対して注意喚起の投書をした。」ところである。新型コロナウイルス災禍になる時期の
以前にも何度か同じようなことがあった。「令和2年1月15日（水）高松築港17時17分発長尾行き電車の2両連結

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た。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㎝の幅で約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、令和元年の夏頃にワイシャツの背中が、今回と全く同じ汚れ
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着を処分した。その時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。
ことでんでは、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、あいかわらず、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（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、ことでんの利用者から、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、その頃には見当たらなかったからである。最近になってようやく、何件かの被害の状況及び苦情並びに
厳重注意の投書を見かけるようになった。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付けるようにしてください。こ
のような被害にあったら臆せずに、公共交通機関である「ことでん」に対して、被害の状況及び苦情並びに厳重
注意の投書をしてください。現在のコロナウイルス禍の状況であれば、なおさら清掃の徹底が必要ではありませ
んか。乗客が何度も声を上げても動かない、改善をしない、乗客等からの真摯な意見の投書に対して、なんでも
かんでも、新型コロナウイルス禍、他の交通機関、地方公共団体、予算不足などのせいにして、それにかこつけ
て、その場しのぎの通り一遍で申し訳程度の返答だけの対応しかしない、例えその改善が可能な場合であって
も実行しない、高松琴平電気鉄道株式会社（ことでん）及びことでんバス株式会社には、多数の乗客等の皆さん
が常に監視して、何度も声を上げてしつこく意見及び厳重注意を続けていくことが必要である。その投書がいつ
ものとおり、ことでん等の会社にていよく（体裁よく）無視されて、（対外的には一応、イルカBOX又はメールでの

意見等を受け付けて会社として改善しようとしている体裁にしているが、）例えその投書が無駄な結果に終わろう
とも、多数の乗客等の皆さんがことでん等の会社と公共交通機関としての責務と業務を常に監視して、何度も声
を上げてしつこく意見及び厳重注意を続けていくことが必要であり、大切なことであると思っていますが、皆さん

は、いかがでしょうか。

度重なるご意見をいただき申し訳ございません。その都度、車内の点検を行ってまいりましたが、今回も座席等
の汚れを確認することが出来ませんでした。車両は4日に一度の入庫時に掃き掃除や拭き掃除を行っているほ
か、新型コロナウイルス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。今後も清掃時には確認と

管理を徹底してまいります。


