
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2020/12/01 綾川 トイレが遠い。
ご不便をおかけして申し訳ございません。綾川駅のトイレにつきましては、関係機関と協議し現在の位置として
います。今のところトイレの移設する計画はございません。ご理解ください。

2020/12/01 伏石
ことでんユーチューブチャンネルで600形（琴平、長尾、志度）幕回し動画を作ってくれるとうれしいです。できた
ら700形1070形なども作ってくれるとうれしいです。

いつもKOTOTubeことでん公式チャンネルをご覧いただきありがとうございます。方向幕に関する動画は2020年
6月11日に「方向幕コレクションVol.1」として1080形・1200形・1250形の方向幕を公開しました。第2弾以降で残り
の形式についても動画公開を検討しておりますので、ひき続きKOTOTubeのご視聴よろしくお願いいたします。

2020/12/01 伏石
伏石駅開業おめでとう。10年以上前から三条～太田間に新駅ができるという話があったみたいだけど、なかな
か実現しなかったので。バスターミナルが出来たら、重要な乗換駅にもなるので、期待します。新駅としては綾
川駅以来、高架駅としては水田駅以来となるのでしょうか？

大変温かいお言葉ありがとうございます。大変長らくお待たせいたしましたが、2020年11月28日に第一期として
伏石駅を開業することが出来ました。伏石駅は2013年12月の琴平線の綾川駅から約7年ぶりの開業となり、長
尾線の水田駅以降、2つ目の高架駅となります。なお、駅前広場の整備工事に伴い、施設の利用制限があり、
ご不便をおかけいたしますが、地域に愛される駅を目指し努めてまいりますので、ご利用のほど、よろしくお願
い申し上げます。また、駅前広場の整備工事の竣工後は、交通結節拠点としての役割を果たせるよう努めてま
いります。

2020/12/01 メール

ダイヤについて質問です。琴平線を利用しています。ダイヤ改正されましたが、片原町からの終電は22:32のま
まです。いつまで続くのでしょうか?コロナを理由にしてますが、時間が早い分、電車内「密」です。それとも採算
重視と10数年前のように自分達が楽をしたいからでしょうか?利便性の悪いことでんに戻るのでしょうか?教えて
いただきたいです。

ご意見ありがとうございます。香川県では準感染警戒期として2020年9月12日より大人数での会食や飲み会を
自粛することが呼びかけられており、それに伴い、夜間の時間帯のご利用も少なくなっております。乗車調査を
随時実施しており、17時以降の便においては、17.2～71.7％の乗車率となっています。なお、2020年11月28日
のダイヤ改正を実施し、減便前に比べ90％の運行本数を設定していますが、お客様のご利用は、昨年の68％
となっています。現状の運賃収入では、夜間の時間帯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。ご理解のほど、お願い申し上げます。

2020/12/01 メール
伏石新駅の近隣住民を代表して申し上げます。開業後、ホームのアナウンスの音量が大きく、気になります。
特にチャイムが耳につきます。音量を下げる、スピーカーの向きを変える、スピーカーを指向性のものに変更す
る等対策をお願いします。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。直ちに伏石駅の案内放送装置の音量調節を行いました。

2020/12/01 メール

通勤で木太東口から花園まで、たまに利用しています。IruCaカードのチャージをするために瓦町駅まで行って
していました。でも先日チャージするのを忘れていて、家から瓦町駅まで行くのも時間帯的にも遅かったので、
元山駅だったらチャージするとこあるかなと思い行きました。しかし、なかったのでどうしようと思い、でも朝に花
園から降りる時にお願いするのは気が引けたたので、丁度電車も来たから乗車はしないけどチャージだけお願
いしようと思い車掌さんに声をかけました。そしたら、若い男性の方に 電車の時間もあるし時間が1分遅れるこ
とになるので車内で周回してる時に声をかけて下さい。と怒ったように冷たく言い放たれました。私の乗っている
時に周回して頂けたら、その時に声を掛けるし、それも無いからわざわざ瓦町まで行ってチャージして帰ってい
たのにその様な言い方をされて本当に腹が立ちました。私がもし歳のいった人ならそんな言い方していたの
か、若い女だからと舐められたのか分かりませんが、とても不快でした。なら、周回してほしいし近場にチャージ
する所がない人はどうすればいいんですか。電車が遅れると言うなら、最初からしていません。と断ればいいん
ではないでしょうか。私も別に当り前みたいに思ってないし申し訳ないと思いつつお願いしたのにもっと他に言
い方があったのではと思いました。嫌ですけど車も所持していないのでしょうがなく今も利用しています。

乗務員の不十分な対応により、ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様からの申し出内容を真
摯に受け止め、今後も定期的に実施している社員教育時に言葉遣いや接客姿勢など、お客様に満足して頂け
るサービスレベルの向上に取り組んでまいります。なお、ICカードの積み増しにつきましては、お気軽に乗務員
まで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。

2020/12/02 メール
ことでん瓦町発17時31分発、志度行きの車両が2両となり、通勤通学客で混み合い、新型コロナやインフルエン
ザの感染が心配です。私は高齢者で基礎疾患もあるため、車両を3両に増やしていただきたい。

ご意見ありがとうございます。お申出の時刻は、2両編成の運行で44.0％の乗車率でしたが、車両運用を見直し
2020年12月7日から3両に変更しました。今後、お客様のご利用状況などにより2両編成での運行となる場合も
ございますが、引き続きことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/12/02 メール
近年、鉄道係員に対する暴力行為が大都市圏に限らず全国で発生しています。ことでんの鉄道係員に対する
暴力行為防止対策の取り組みについて知りたいです。

ご意見ありがとうございます。鉄道係員に対する暴力行為防止対策につきましてはマニュアルを作成し、全社
員に周知しております。また、暴力行為発生時には所轄警察に通報を行い、毅然とした態度で対応いたしま
す。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

2020/12/03 メール
先日、YouTubeでコトディーンのテーマソングを視聴しました。琴電の趣のある車両の走行音と、曲がとてもマッ
チしており、是非、公式ソングとして採用頂き、CDとして商品化のご検討して頂きたく、メールをさせて頂きまし
た。ご検討の程よろ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。今回いただいたご意見につきましては、現在のところ、CD化の予
定はございません。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。

ご意見をお寄せいただきありがとうございます。2020年12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。



2020/12/03 瓦町
12/1（火）FM香川のジョイユーという番組で、くるりの「ことことことでん」という曲がかかっていました。いい曲で
すね。12/25発売ということですが、瓦町駅などで流れたりしませんか？流れたらうれしいです。宜しくお願いし
ます。

ご意見ありがとうございます。12月25日の12：00より瓦町駅にてCD「コトコトことでん」の販売を予定しておりま
す。ぜひお越しください。

2020/12/03 瓦町
毎朝、長尾線　築港行き始発車内で、○○野球部員3～4名がマスクなしで、しゃべったりパン等食しています
が、今、コロナの時、学校に乗客よりのお願いとして伝えてほしいのものです。1ヶ月程前、車掌さんに口頭で伝
えたのに今だ改善されていません。

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。なお、通学さ
れている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乗車マナーの向上に取り組んでまいります。

2020/12/04 メール

本日の朝、伏石駅での出来事ですが、反対線のホームで写真撮影を行っている者がおりました。撮り鉄などの
マナー違反は、しばしば問題になっているところですが、電車を撮影する分には、まあいいとしても、ホームの
乗客に長物のズームレンズを向けるのはいかがなものかと思います。不快な思いをしたのは。私だけではない
でしょう。駅員の皆様は、まことに大変かと存じますが、こういう類に対しては毅然と対処していただきたいと思
います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。写真撮影のマナーやモラルに反して自分勝手な行動をされま
すと電車運行の妨げになり思わぬトラブルにつながる場合がございます。鉄道ファンの皆様には、マナーを
守っていただくよう表記物を貼付するとともに迷惑行為を発見した場合には、係員による注意を行ってまいりま
す。なお、写真撮影に関して、ご不快に感じられた場合にはお近くの係員までお申し付けください。

2020/12/07 メール

赤4両を撮りたいと思うのですが、運用を教えて頂くことは可能なのでしょうか? また、三条駅を利用しているの
ですが、無人になる夜間、下り線ホームから、そのまま線路を歩き駅舎反対側へ抜けて行く方が多く見かけま
す。同業者として黙認できるような事ではありません。複線化され臨時等で列車が来た場合、危険なのはわか
りますね?栗林公園駅のような何かしらの対策をよろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。車両運用につきましては、4日前を目途に計画しておりますので、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。なお、三条駅の線路内には、
様々な設備を設置しており、トゲマットを敷設する場所が確保できません。下り線のホームには、線路内への立
入禁止看板を設置しておりますが、駅係員不在の時間帯につきましては、車内放送等でお願いしてまいりま
す。

2020/12/07 メール

円座駅から瓦町駅まで通勤で利用しており、ことでんには日頃から大変お世話になっています。円座駅は瓦町
駅から南の駅の中で乗降客数が多い方から5番目であり、一宮駅よりも乗降客数が多いにも関わらず、一宮駅
より利便性が悪いと思いますので、次の点を改善願います。
1 終電まで、15分間隔で運行すること。
2 終電まで、4両編成で運行すること。残業して帰る時、座れないのは苦痛であり、かつコロナ禍の中でゆとりあ
る車内空間を確保してほしい。施設の新規整備は、一切必要ないと思います。安易に困難とせずに、利用者目
線で前向きな検討、回答をお願いします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。ダイヤ及び車両運用については、各電車のご利用状況を基に計画し
ておりますが、琴平線の20時以降の夜間帯におけるご利用状況は、2両編成定員の26.0～60.6％であることか
らも、今のところ増便や増結の予定はございません。ご理解ください。なお、今後も車内の換気や消毒等の感
染予防対策を徹底するとともに、定期的に乗降調査を実施し、ご利用状況に即した車両運用等を設定してまい
ります。

2020/12/07 メール

琴平発6:42に乗っています。コロナの影響により換気のため窓を開け運行しているのは分かりますが、寒くてた
まりません。せめて、早めに暖房をつけて頂けないでしょうか?折返しの車両でなく前日から停車している車両
のため暖房が効いてきくまで40分位かかります。それまでガマン大会みたいです。
是非ともお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車両の暖房については、出発の約30分前に乗務員が車両の
電源とともに暖房も稼働させており、本来であれば温かい車内温度を保てておりましたが、現在は換気を目的
に窓を開放しているため空気が冷たく、座席部の暖房を体感できない状況がございます。現在より早く暖房の
電源を入れたとしても、換気の影響で快適な車内温度は保てず、また早朝の時間帯ということもあり、これ以上
早い作業は難しいのが現状です。冬季に入り換気のためご不便をおかけいたしますが、引き続きコロナ感染予
防対策にご理解とご協力をお願いいたします。

2020/12/07 メール
ことでん仏生山駅員は、だらしない書いたコイツに、言いたい。具体的に、書けよ。書いたお前も、だらしないの
では?大体、こんな投書やめろよな。

お客様のご意見やご要望は、弊社にとってとても貴重です。「ことでん」のことを思っていただく気持ちがあって
こそと、心から感謝いたします。お客様からいただいたご意見やご指摘を真摯に受け止め、サービスの向上と
改善に取り組んでまいります。

2020/12/07 潟元
伏石駅が出来た事により、志度線の時刻も変わったのに、告知もなく、まだ新しい時刻表も表示されていませ
ん。通勤に利用しているので、とても困りました。無人駅でもちゃんとして欲しいです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年11月28日の伏石駅開業に伴い、全線においてダイヤ改正を
実施いたしました。琴平線の伏石駅開業が主なご案内となっていた為、2020年11月25日にダイヤ改正につい
ての案内文を追加して掲出いたしました。また、ダイヤ改正の当日には全駅の時刻表の張り替えも実施してお
ります。今後も分かりやすい案内文の掲出を検討してまいります。

2020/12/07 伏石 待合室にＡＥＤを設置しないのですか？
ご意見ありがとうございます。AEDは高松築港駅や瓦町駅などの乗降数の多い駅に設置しております。伏石駅
の設置につきましては、今後のお客様のご利用状況を勘案して検討してまいります。

2020/12/07 伏石 時刻表またはＨＰに4両編成の列車が分かるようにして頂きたい。

新型コロナウイルスの影響により、適切な車両運用を行うため、随時、乗車調査を実施して車両編成数を決定
しています。車両運用の固定化が出来ないため、駅の構内放送や車内放送等によるご案内をさせていただて
いることから、時刻表やHPへの掲載は考えておりません。ご理解ください。なお、車両編成数がご不明な場合
には、駅係員にお気軽にお問い合わせください。

2020/12/07 瓦町
1213編成と1307編成の発車合図が聞こえにくく、そのせいで電車が動けずに1分くらい遅延が生じる時がありま
す。修理した方が良いと思います。

ことでんをご利用頂きありがとうございます。ご意見を受け車両点検を行いましたが、異常はございませんでし
た。今後も車両の点検整備を行い、安全安心の提供に努めてまいります。



2020/12/07 瓦町

いつもことでんを利用しています。11/28のダイヤ改正を知りませんでした。とうじつ、潟元駅から乗車しました
が、電車が遅れているのかと思っていました。築港まで行きましたが、瓦町の乗り換えがうまくいかず、遅刻を
しました。駅員に尋ねると今日から時刻が変わったことを各駅に表示がしてあるとのことでした。しかし、潟元駅
にはありませんでした。駅の時刻表にも改正の日付が入っていません。前日に乗車した時も車内放送はなかっ
たです。誰にも分かるような表示をして下さい。

ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年11月28日琴平線の伏石駅の開業に伴い、全線においてダイ
ヤ改正を実施いたしました。2020年11月6日に報道関係へのお知らせと車内放送・テロップや一斉放送装置に
よる案内を実施しておりました。しかしながら、案内が駅の開業に関する内容であった為、2020年11月25日に
全駅にダイヤ改正についての案内文を追加掲出いたしました。今後も分かりやすい情報提供に努めてまいりま
す。

2020/12/07 瓦町

9月○日（土）朝いつものように電車通学している東部養護学校の女の子がイルカカード更新しようと長尾駅駅
員に更新をお願いしていたのですが、更新には大切な身分証明するものを何も持ってなかったらしい。それは
仕方ないが、その時のたぶん新人駅員だろうが、その養護学校の女の子にものすごく頭ごなしに怒り、怒鳴っ
ていた。養護学校の子だとわかっているはずなのにあまりにもひどく怒り、その子はものすごく怖がり悲しそうな
顔をしていた。後の健常者には普通の態度で説明をしていた。あまりにも障がい者差別だと思った。たぶんこ
の養護学校の女の子は人を怖がり何も人に話さなくなるでしょう。せっかく勇気を出して更新願をだしていたの
に。いくら障害あってもなくても、お客さんにやさしく、親切で差別しない駅員さんをお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。該当駅係員には、お客様に対して丁寧で思いやりのある接客
を行うよう厳しく注意指導致しました。今後もおもてなしの心を忘れずに思いやりのある心のこもった接客に努
めてまいります。

2020/12/08 メール

琴平線の三条駅の利用者です。ご年配の駅員さんからの「おはよう」「お疲れ様」の声に、いつも元気をいただ
いております。通勤で他の駅も利用しておりますが、三条駅の駅員さんは特に印象に残っております。通勤時
間帯は各駅の駅員の皆様もお忙しいかと思いますが、その中でも挨拶をいただけると嬉しいという一利用者の
声を伝えたく、投稿させていただきました。これからもよろしくお願い致します。

温かいお言葉をいただきありがとうございます。三条駅係員に伝えたところ、大変喜んでおりました。今後も、お
客様にご満足いただけるよう更なるサービスの向上に努めてまいりますので、ご利用のほどよろしくお願い致し
ます。

2020/12/09 瓦町
琴平線600形の写真を撮ろうと思ってフラッシュ撮影をしたら運転士に睨まれた。2度とこんなことがないように
お願いします。

鉄道車両へのフラッシュ撮影は、停車中であってもおやめください。車両の画像を撮られる場合は、マナーを
守っていただくようお願い致します。

2020/12/09 高松築港
九州の福岡県より参りました。念願のことでんに乗り鉄できて嬉しかったです。新型コロナの影響でなかなか大
変かと存じますが、応援しております！

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
う更なるサービスの向上に努めてまいります。

2020/12/09 高松築港 今日見ましたが、なぜ時計を変えたんですか？前の時計の方が見やすいんだけど？理由を教えてください。
高松築港駅の時計は、2020年12月6日に動作不良となったため、一時的に代用時計を設置いたしました。2020
年12月11日修理が完了しましたので、同日に再設置しました。

2020/12/09 メール

point 駅施設情報潟元
かたもと ・ Katamoto
春日川	瓦町方面	琴電志度方面施設情報
バスに乗り換えることができます	バスに乗り換えることができます。バス:潟元(徒歩1分) ことでんバス(乗り換え
検索サイトへ)タクシーに乗り換えることができます。タクシーに乗り換えることができます。
指摘　 すでに浦生線は廃止となっている。早急に「バスに乗り換えることができます」の部分は削除が必要。

ご指摘をいただきありがとうございます。ＨＰを確認したところ潟元駅にすでに廃止になっているバスの乗り換え
案内を表示しておりましたので、修正致しました。今後もことでんの利用をよろしくお願い致します。

2020/12/10 メール
倉敷市立短期大学に通っている学生です。彫刻物についての情報収集をしているのですが、ことでんの沿線
や駅前などに彫刻は置いてありますか?

ご意見ありがとうございます。高松築港駅前には、モニュメント"イルカ"の石像が設置されています。石彫作家
の神野公宣氏が庵治石で彫像しました。また、高松築港駅の北側、高松城跡の石垣をバックに歩道に沿って
設置されているジュリアン・オピーの作品「銀行家、看護師、探偵、弁護士」もございます。通行人を表現した4
体の彫刻には、庵治石をはじめとする地元の石が使用されています。

2020/12/10 栗林公園
先週の夕方から琴平線600形運用されましたが、伏石駅開業や新型コロナウィルス感染予防の為、増発された
のでしょうか？栗林公園駅はＬＥＤ列車案内を導入するのでしょうか？（改札機の上にある行き先が消えている
ため）

ご意見ありがとうございます。新型コロナの影響により、利用人数が昨年に比べ75％となっており増発は出来
ない状況です。2020年11月28日から琴平線600形の琴電琴平駅までの定期運用を開始しております。なお、栗
林公園駅の改札口の上部は、広告媒体の掲出を予定しています。

2020/12/11 メール
12月10日19時頃瓦町駅で左翼団体が大勢で駅前を占拠して派手な街宣活動をするも警察に通報する事もな
く、ただ傍観していた瓦町駅の駅員。怖い人達が大勢いたので瓦町駅の正面から入れなくて、わざわざ裏口に
回りました。予定の電車に乗れませんでした。

ことでんのご利用ありがとうございます。お申出当時は瓦町FLAG東側で、れいわ新選組の山本太郎代表によ
る街頭演説が行なわれていました。駅構内は、弊社への申請や許可が必要となりますが、駅前につきましては
範囲外となるため、不安を感じられましたら、お近くの警察署へお申し出ください。

2020/12/11 潟元
志度線の時刻改正は必要だったのでしょうか。5分遅れたことで20分近く家を早く出なくてはいけません。志度
線だけ瓦町での乗り換え、より一層、不便になりました。志度線の乗客のこと考えてくれていますか。

ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年11月28日のダイヤ改正よりお客様のご利用状況を勘案し、運
行間隔を見直し致しました。運行間隔に違いがあるため、全ての便の接続は困難ですが、ご意見につきまして
は今後のダイヤ改正時の参考とさせていただきます。



2020/12/11 潟元
志度高の男子学生が座席で寝転がっているのを数回見かけましたが、車掌さんが注意したのを見かけたこと
はありません。非常に不愉快です。他のお客さんもその周辺に座れず困っていたので、今後注意してくれると
ありがたいです。

ご不快な思いをお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、通学されている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。なお、迷惑行為などがございましたら、速やかに乗務員までお申し付けくだ
さい。

2020/12/14 メール 年末年始のダイヤと、2021年の1/1?3は琴平線は例年通り日中も４両運転があるのか教えてください

ご意見ありがとうございます。2020年12月30日から2021年1月3日までは、休日ダイヤで運行いたします。琴平
線は終日2両編成での運行を予定しています。なお、2020年11月28日から全線のダイヤ改正を行っております
ので、ことでんホームページを事前にご確認いただくほか、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、運行時刻などをご案内させていただきます。

2020/12/14 メール 瓦町のホームに時刻表がないのは何とかしてほしい。以前はあった。
瓦町駅の各ホームに設置しておりました時刻表は、2020年11月28日の全線ダイヤ改正時に撤去致しました。
時刻表は券売機付近に掲示させていただいております。ホーム上のスペースにつきましては、広告箇所の予
定となっています。何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

2020/12/14 メール

たまにことでんを利用させてもらっています。何ヵ月か前から電車の先頭車両の行先に英語が入った電車があ
りますが、英語の文字が米粒みたいに小さく読めないと思います。また、日本語も小さくなって目の悪い私はと
ても困っています。英語は横の表示に出せば十分ではないでしょうか。ことでんは同じホームから両方向の電
車が出る駅が多く行先の多いので入ってくるときに書いてある行先を頼りにして乗っています。元に戻すことは
出来ないでしょうか?

ご不便をおかけして申し訳ございません。2019年4月より訪日外国人旅行者等の利便性向上として行き先表示
にローマ字表記を追加しました。表記場所には、限りがあるため可能な限り日本語を優先した表示としていま
す。お申出の通り、以前の文字の大きさに比べ、日本語表記が73.5％小さくなっておりますが、従来のものに戻
すことは考えておりません。また、車両横は前後の幕に比べ、より小さなスペースであることから、ローマ字表
記の代替えについても考えておりません。ご理解ください。

2020/12/14 メール
ことでん志度線の今橋駅でのこと。1分早く出てしまうのはどうかと思いますよ(怒り)乗れなかったので大変、困
りました!

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。今橋駅の出発時間は、乗務員の時間確認と合わせて信号で時間を
制御しており、定時での運行となります。なお、お申出日についても定刻後に発車しておりました。今後も運行
管理を徹底し、定時運行に努めてまいります。

2020/12/14 メール

毎日通勤で利用していますが、並んでいても毎日割り込まれます。乗車マナーについて呼びかけや乗車位置
をホームに記載するなど対策を行ってほしいです。以上のことを日曜日に太田駅の○○駅員に伝えたところ
「他の入り口からのればいい」と言われ全然相手にされず、不快でしたので「本社に連絡する」と伝えたところ、
「勝手にすればいい」と言われました。乗車マナーの対策と駅員の指導をお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。該当駅係員には、丁寧な言葉づかいで思いやりのある接客を
行うよう厳しく注意指導致しました。なお、乗車マナーに関しては、ポスターや車内放送等でお客様に注意喚起
しております。また、車両によってドアの位置やドア数が違うことから、ホームに乗車位置を設けることは困難で
す。ご理解頂きますようお願い致します。今後もお客様の乗車マナーの向上に努めてまいりますので、ことでん
のご利用よろしくお願い致します。

2020/12/15 メール

いつもお世話になっております。○○と申します。この度、ことでん様にご連絡した内容といたしまして、「4両の
京急カラーを運行する日程」を御教授頂けたらと存じ上げます。以前ことでん様には京急カラー(当時は2両の
み)の日程を御教授頂き、大変有意義な時間をかけて、乗車させて頂いた事、誠に感謝申し上げます。ことでん
様は現在、また新たに京急カラーが増えたとの事で、このご時世ではございますが、再び懐かしい気分を味わ
いたくご連絡致しました所存でございます。また、この機会に少しでも、ことでん様、及び沿線の観光業の方々
の支援を出来たらと考えております。話は戻しまして、京急カラー(4両編成)の日程が分かりましたら、ご連絡頂
けますと幸いであります。お手数お掛け致しますが、何卒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。弊社の車両は、4日に1度の車両検査を基本として運用を決定しており、車両の
検査項目により検査時間等に違いがあるため、車両運用を固定化することや急遽、運用を変更する場合もあ
るため、日程をお伝えすることが出来ません。お手数をおかけしますが、4日前に車両運用を計画しております
ので、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。

2020/12/15 高松築港
空港からことでんで琴平行く場合、空港→ことでんバス→円座→ことでん電車→琴平が近道なので、そのPRと
接続時刻表をサイトに上げてバス利用者も電車利用者もふやす努力をしてほしい。関連して、空港でも電車１
日券を発売して円座までのバス利用者にも便利にしてほしい。さらに電車バス共通１日券もあると尚良い。

ご意見ありがとうございます。高松空港から琴平へは、琴空バス様080-3152-7271 (0877-75-2920)が航空機
にあわせて直行便を運行されており便利です。なお、ことでんの電車とことでんバスをご利用される場合は、
グーグルマップをご確認いただければ、乗継検索が可能なほか、交通系ICカード（10カード）をご利用頂けま
す。また、1日フリー切符につきましては、オンラインショッピング「ことでんショップ」でお求めいただけますので、
ご利用ください。

2020/12/15 高松築港

いつもことでん様にはお世話になっております。家族で通勤やプライベートで利用させていただいています。よく
家族の中でも話していることですが、電車のブレーキのかけ方が運転士によって様々であるような気がします。
特に通勤時は混んでいますので、上手にかけていただかないと、かなり立っている方は人にぶつかっていま
す。駅前で強くかけたり、たまる時にきつくかけたり、かなり車内でもぶつぶつ言ってるお客さんもいました。今
日は特にきつくかけられるので、横の人にもぶつかってしまい、この意見箱に投稿しました。特に通勤時は安全
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。弊社の電車は、様々な車両形式があり、運転士には、その車
両の特性について指導教育するとともに添乗等を通じてお客様に快適な乗り心地を提供できるようブレーキ操
作の向上を図っています。今後もお客様が安心して快適のご利用いただけるよう運転技術の向上に取り組ん
でまいります。



2020/12/15 三条
伏石駅開業のヘッドマークはいつ頃まで付いているんですか？あと1日フリーきっぷを発売している有人駅の
名前を教えてください。

ご意見ありがとうございます。伏石駅開業のヘッドマークにつきましては2021年1月3日（日）まで掲出を行い、
2021年1月4日（月）以降、順次取り外しを行います。なお、1日フリー切符は全ての有人駅（高松築港、片原町、
瓦町、栗林公園、三条、伏石、太田、仏生山、一宮、滝宮、琴電琴平、今橋、八栗、琴電志度、高田、長尾）及
びオンラインショッピング「ことでんショップ」にて発売しておりますので、是非お買い求めください。

2020/12/15 瓦町

下記の改善を要請する。
1.琴平線の羽床～滝宮間の鶏舎が危険なため、当該箇所を通過する間は窓を閉めること。
2.早朝の便は車内温度を保つため、暖房を入れること（琴平線の第2～3便で通勤しているが、車内が低温にも
かかわらず暖房が切られ節電されている）

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車の窓につきましては、手動で開閉する仕組みとなってお
り、特定の箇所で窓を開閉することは困難です。ご理解下さい。また、暖房機につきましては、車両の仕立て点
検時に電源を投入していますが、車両の暖房機は電熱器を使用していることとドアの開閉が伴うことから車内
温度が保持できていないのが現状です。加えて新型コロナ感染症の予防対策として、車内換気のため、終日、
一部の窓を開けて運行しており、特に冬季には、ご不便をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力をお
願いいたします。

2020/12/15 高田
家から近いのでよく利用させていただいている空港通り駅ですが、ホームが片側しかないのが不便かなと思い
ます。複線化が難しいのであれば両側ホーム設置でもありがたいです。ご検討のほどよろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。弊社の単線区間では、両側ホームを設置する計画はありません。なお、複線化
は、栗林公園駅から仏生山駅まで計画されています。今後もご利用のほどよろしくお願い致します。

2020/12/15 高松築港

最近、電車によく乗るようになりました。前々から気になっていましたが、○○という運転士の態度が気に入ら
ず、今回書かせていただきました。今回は顎マスク、自分の名札を片原町で取る。前回は、駅到着時に車掌と
一緒に乗客の安全確認をしない（まあ、今回もそうですが）指差確認喚呼をしない。他の運転士さんたちがすば
らしいので目立って仕方ないです。回答方法としては・当該運転士はこの行動を認めているか・反省はしている
か・指導の仕方。まあ、この方はもう一度、指導員を乗せて再教育した方がよろしいかと思います。

ご不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当該運転士に事実確認したところ、お申し出通
りの行動を行っていたことで猛省しておりました。当該運転士には、定められた基本の業務を行うことと、身だし
なみや執務態度、安全運転への姿勢について厳重に注意指導いたしました。今後もお客様が安全安心で快適
にご利用いただけるよう執務態度の向上に資する添乗や指導教育を実施してまいります。


