
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2020/11/02 メール

提案。本日、琴平駅に立ち寄り定期をクレジットで購入しようと思ったのですが、クレジット対応してなく購入でき
ませんでした。ちょうど琴平駅近くで用事があり、時間もなくちょうど良いと思い琴平駅に立ち寄ったのですが、
対応してない、とだけ言われて購入の機を失してしまいました。どこの駅でもクレジット対応にすべきと思いまし
た。そーすれば、スミーズに乗客の方々もストレスなく琴電を利用できると思います。ご参考に

平素は、ことでんをご利用いただきありがとうございます。ご提案頂きましたIruCa定期券の購入時におけるクレ
ジット決済については、高松築港駅、片原町駅、瓦町駅の3駅のみです。他駅でのクレジット決済の拡充につき
ましては、今後の参考とさせていただきます。

2020/11/02 メール

間違っていたら申し訳ありません。三条駅から太田駅の複線工事についてです。深夜工事は理解しております
が、工事車両の駐車スペースが自宅近くの空き地です、朝の四時ごろから出入りがあります。トラックの出し入
れ、バックで入るので警告音、ドアの開け閉め、駐車スペース待ちのアイドリング、もう少し気を使って頂けると
助かります。駐車スペースには皆さんバックでいれるのですが、自宅横を通ります。駐車待ちの車も、自宅の前
で停車して並んでます。日曜日の朝の出入りについてはご配慮願います。冒頭にも書きましたが、複線工事と
は関係ない車両でしたら申し訳ありません、こちらの勘違いですので。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。2020年10月31日の夜間に予定していました三条駅～太田駅間の複
線化工事において、空き地を工事車両の駐車場として使用しました。大規模な工事であったため、工事に意識
してしまい駐車場の使用にあたり、住民の皆様への配慮が足りておらず、誠に申し訳ございません。今後も複
線化に伴う夜間工事を予定しており、再発防止対策を講じながら作業を進めてまいります。

2020/11/02 メール
太田ー三条が複線化され、その日に利用させていただいたのですが、運転士さんが太田手前の信号が見えづ
らく、添乗員の方と探すことになってしまっていました。利用者としても少し心配な気もします。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。2020年11月1日に三条駅から太田駅間の複線化の切替工事
を実施しました。施設の変更による安全対策は万全であり、複線に切替え後も問題無く、安全で安定的な輸送
を行っております。今後もお客様が安全に安心してご利用頂けるよう輸送の安全とサービス提供に取り組んで
まいります。

2020/11/02 メール 仏生山での、ことでん電車まつりに、ペットの小型犬の同行は、できますか。
電車まつりの会場につきましては、ペットの同伴をご遠慮いただいております。盲導犬、介助犬、聴導犬は、制
限の対象外となりますので、ご同伴いただけます。

2020/11/04 メール
ことでん三条駅～太田駅間の複線化工事が完了して、複線化区間での運用が開始されましたが、驚くぐらいに
振動が少なく乗っていて快適でした。工事に携わったすべての皆さまに感謝します。伏石駅の開業、残りの区
間の複線化も含めて頑張ってください。

温かいお言葉をいただきありがとうございます。2020年10月31日に複線への切替工事が完了し、翌日の11月1
日から琴平線の三条駅～太田駅間の運用を開始致しました。なお、複線化区間は、ロングレールを使用し継
目が少なくなった事と三条駅と太田駅にあったポイントの撤去したことにより、カーブ区間が解消され、電車の
振動が軽減しています。今後も、お客様が快適に利用していただけるよう工事の設計・施工を進めてまいりま
す。

2020/11/04 メール

11月○日午前7時35分頃、三条駅で出札が出来ず、赤で係員を呼ぶようにと数回表示がされました。改札機の
前で乗客に挨拶していた駅員は、ひたすら挨拶するのみで、何の対応もされませんでした。私は全ての降車の
乗客が出札するまで待ち、その後カードをケースから出し、出札しました。それでも何の対応もされませんでし
た。以前にいらした駅員(○○さんというお名前と覚えていますが)は、いつも対応してくださいました。今回のよ
うな対応があるべき対応かどうかも含めてご検討ください。カード改札機ですが、なぜか、三条駅だけが不具合
がでます。電磁波による通信方式と思いますので、パスケースの素材には気を付けていますが、三条駅だけ頻
繁にエラーがでます。可能であれば改札機をご確認頂き、他の駅と違うようであれば見直しをお願いします。

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、改札機のエラー発生時には、お客様にお声
掛けをしてカードの情報を見るなどの対応を行うよう注意指導致しました。今後もお客様の立場に立った丁寧
で思いやりのある接客に努めてまいります。

2020/11/04 メール

11月○日午前7時35分頃、三条駅で出札が出来ず、赤で係員を呼ぶようにと数回表示がされました。改札機の
前で乗客に挨拶していた駅員は、ひたすら挨拶するのみで、何の対応もされませんでした。私は全ての降車の
乗客が出札するまで待ち、その後カードをケースから出し、出札しました。それでも何の対応もされませんでし
た。以前にいらした駅員(○○さんというお名前と覚えていますが)は、いつも対応してくださいました。今回のよ
うな対応があるべき対応かどうかも含めてご検討ください。カード改札機ですが、なぜか、三条駅だけが不具合
がでます。電磁波による通信方式と思いますので、パスケースの素材には気を付けていますが、三条駅だけ頻
繁にエラーがでます。可能であれば改札機をご確認頂き、他の駅と違うようであれば見直しをお願いします。

三条駅の改札機について、保守メーカーに点検を依頼しましたが、特に異常はないとの回答でした。今後同様
の事象が発生した場合には、ご遠慮なく駅員にお声がけください。

2020/11/04 高松築港9/3意見を書かせてもらった者です。そういう理由も考えてみるとアリですね。こちらも対策しておきます。 今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2020/11/04 栗林公園
来月から三条～太田間複線化されたんですが、未開業の伏石駅への通過は今まで通りですか？（信号機もあ
り、回送で止まったこともあるので）

ご意見ありがとうございます。2020年11月1日に三条駅～太田駅間の複線化切換工事が完了し、同日より複線
運転を開始しています。2020年11月27日までは、伏石駅は現行と同様に電車は通過いたします。伏石駅につ
いては、駅前広場が未整備となっていますが、北側エリアのみの営業で2020年11月28日（土）始発より第一期
開業が決定しました。どうぞご利用ください。

2020/11/04 栗林公園ドア付近を広く開けてくださいっていうアナウンスをして下さい。（各駅に着く度に）降りられない。乗れない。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、車内放送やポスターにより啓発し
ておりますが、一部のお客様にご理解いただけていない現状です。今後も車内放送の頻度を上げ、お客様に
乗車マナーのご協力を依頼してまいります。

2020/11/04 琴電琴平

ことでん琴平線を利用しています。JR四国の普通列車で行われる都市型ワンマンを導入してはいかがでしょう
か？JR琴平線から高松行の電車（普通列車等）の半分以上がこの運用であり、乗務員の働き方改革がされて
います。JR四国は今後、このような列車を少しずつ増やす計画としています。ぜひとも運転士だけで行う都市
型ワンマン（昼12時から2時辺りの利用の少ない時間帯で）の検討を考えてみてください。

ご意見ありがとうございます。ワンマン運転には車両設備の改造および施設の改修が必要であるため、早期の
実施は困難です。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

2020/11/04 高松築港
埼玉から来ました。初めてことでんに乗ったけれど、車両がかわいかったし、海が見える所が綺麗だったので、
良かったです。また来たいです。

温かいお言葉をいただきありがとうございます。ことでんでは他社から譲り受けた車両を多く運用しています。
また、ご利用いただきました志度線は、海沿いを走っているほか、琴平線や長尾線もそれぞれの景色がござい
ます。今後もことでんのご利用どうぞ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11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。



2020/11/04 太田

瓦町FLAGの中にアニメイトやゲームセンター、メイドカフェなどオタクカルチャーを集約させて、香川のアキバに
しましょう。
トキワ街は香川の巣鴨としてお年寄りが集まる通りにしましょう。ソレイユ周辺はサブカルチャーの店を集めて
香川の中央線にしましょう。

いつも瓦町ＦＬＡＧをご利用いただき誠にありがとうございます。瓦町ＦＬＡＧへのご意見につきましては、今後の
テナントの誘致の参考にさせていただき、当館がより魅力的なスポットとなるよう努めてまいります。今後とも瓦
町ＦＬＡＧをよろしくお願いいたします。

2020/11/04 今橋
3両編成の800形（増結車）が検査中の場合、2両が多くなるので車両導入時からの600形（琴・長車）転属の際
は800形改造（805,806）し、予備車（検査や故障）や3両増発を検討して欲しい。

ご意見ありがとうございます。志度線の付随車両は4両あり、その内の1両が定期検査に入場した場合には3編
成での運用となります。随時、乗車調査を実施しておりますが、現在のご利用状況では、車両を増車する計画
はございません。ご理解ください。

2020/11/04 メール

第19回ことでん電車まつりを楽しませてもらいました。新型コロナウイルス感染症の影響で、準備から当日の運
営も大変だったと思います。瓦町FLAG会場では、他社さんの販売も充実していたので楽しく見させていただき
ました。これからもこのように他社さんとの交流ができる機会が増えればいいなと感じました。皆様お疲れさま
でした。

第19回ことでん電車まつりにご来場頂きまして、ありがとうございました。今回は新型コロナウイルス感染症対
策を取りながら、鉄道ファンの皆様に楽しんで頂ける会場作りとして、主に中四国エリアの鉄道会社様にご出
店頂きました。各鉄道会社様とお客様が直接交流できる場として、今後もご来場頂く皆様に楽しんで頂けるよ
う、内容を検討して参ります。

2020/11/04 瓦町

関東方面からの団体、貸切受付はコロナの関係もあって辞めて欲しいと投稿が多数あった中で10/31に○○
の貸切がありましたね？中止でやむを得ず貸切を出来ない団体もいる中で、こいつらは相変わらず空気読ま
ず撮影会ですか。全く反省してません。もう感染対策や条件を達成しているからとかではなくて、全面的に貸切
を中止すべきです。なお、今後もクラウドファンディングのリターンイベントを非公式で開催と書かれています
が、毎回情報漏洩してますよ。

ご意見ありがとうございます。貸切電車につきましては、ご乗車のお客様全員の検温やマスクの着用、ソーシャ
ルディスタンス確保の為の人数制限など、感染症対策の実施を行っております。また、弊社では少しでも多くの
お客様に貸切電車をご利用していただきたく、お客様のお住まい等の制限は設けておりません。お客様のご理
解をお願い申しあげます。ご意見につきましては貸切の主催者様にお伝えさせていただきました。

2020/11/04 メール
琴電の岡本駅は無人駅だが、電車に乗る際線路を渡って、ホームに行く必要がある。脳性麻痺により歩行が
不安定なため、転倒の危険が大きい。家族や友人・知人、他の利用客等が居る時は、サポートしてもらうことが
出来るが、そうでない時は渡ることに恐怖を覚える。琴電には他にも同じような状況の駅が多数存在する。

ご意見ありがとうございます。介助を必要とされるお客様が無人駅からご乗車される場合につきましては、事前
にご利用の区間や時間などをご連絡いただいた際には、担当乗務員に連絡しお客様の介助を行うよう指示し
ています。また、ご連絡等が無い場合でも介助を必要とされるお客様をお見かけした場合は積極的に声掛けを
実施し、介助を行うよう関係係員に指導を実施しております。なお、介助方法につきましては、年1回介助疑似
体験等、介助方法についての教習を実施している他、サービス介助士資格を持った社員を乗務員、駅係員に
配置しております。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/11/04 高松築港

9/○（月）14：10片原町駅発～長尾線に乗車しようと思い、ホームへ向かった。14：02発築港の電車がまだ到
着してない様子（14：05時点）電車が遅れているにも関わらず、全く放送なし。駅員はポスターの貼り替え作業
者1名とクーラーの事務所で1名暇そう。案内してはどうか？結局、遅れている電車が折り返してくるので14：10
にも電車は来ず。2分遅れ。減便されている中で待ち時間も長いので遅れの理由等案内して欲しい。するべき。
9/○（水）14：13瓦町発～長尾線に乗車。電車の中の窓が一切開いておらず、咳をしている方がいたので換気
をして欲しい。ことでんがコロナ対策と見たが実施されていない。ご意見用紙を設置するのであれば改善策な
ど前向きに考えて欲しい。お願いします。1番線と2番線の発車時刻が同じため1番線か2番線の電車がくると乗
車できない方が多い。3分前には駅に到着という回答を見たが、それなら全面に知らせるべきです。いつまで
たっても乗車遅れの方が減らない。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ことでんでは、安全で安心してご利用いただけるよう安全運行と定時
運行に努めており、異常時に3分以上の遅延が生じた際には情報提供を徹底してまいります。また、引き続きコ
ロナ感染防止対策として車内の換気も徹底してまいります。なお、お客様の安全と電車の定時運行を確保する
ため、駅付近の踏切は遮断する仕組みとなっています。踏切事故の防止と発車時刻に余裕をもってお越しいた
だけるようご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

2020/11/04 長尾
いつもありがとうございます。週末、学校や部活に行く子供たちの為、この区間の運転再開、運休解除を何とか
お願いします。2010列車　長尾駅7：30発

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、2020年7月1日からの減便ダイヤでは、休日の長尾駅発高松
築港行きは、7:06の後は7:54となっています。2020年11月28日のダイヤ改正の実施後は、7:19の後、7:43となり
ます。

2020/11/05 メール
だから、前面じゃなく側面に表示してほしいんですよね。常に前から見れるわけじゃないんだから。他所の鉄道
会社やバスはみんなそうしてますよ。

いつもことでんをご利用頂きありがとうございます。行先方向幕についてのお申し出ですが、一部の電車は側
面にも方向幕で表示していますが、すべての電車の側面に方向幕を表示するには多額の費用が必要となり困
難です。ご理解ください。

2020/11/05 メール

Iruca定期券に関する問合せです。現在、高松築港～一宮の定期券を使っていますが、滝宮神社へ参拝したく
滝宮駅までことでんを利用したいと考えています。そこで疑問なのですが、1.一宮駅から滝宮駅分のきっぷを購
入し、Iruca定期券と併用する方法は可能でしょうか。2.仮にIrucaにチャージを行ったとき、残高が残っていれば
Iruca定期券の返却時にデポジットと同様に残高は払い戻しされるのでしょうか。以上2点、よろしくお願いしま
す。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。IruCa定期券にチャージをしておくと乗り越し時に自動
精算されますので、普通乗車券の購入は必要ございません。また、IruCaをご利用いただきますと運賃がお安く
なりますのでIruCa定期券にチャージして乗り越しされることをお勧めします。なお、IruCa定期券がご不要に
なった場合は、デポジットとチャージ残高を払戻いたします。

2020/11/05 メール
私は身体障害者で緑のIruCaを持っているのですがこの度、就職が内定し会社の方で通勤手当が出ることに
なったのです。 それで問い合わせをしたのですが、緑のIruCaの定期は作れますか? もし、作れないとしたら、
ひと月の緑のIruCaの領収書は発行してもらえるのでしょうか? 回答お願いします。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。障がい者様を対象としたIruCa定期券を取り扱っていま
すが、障がい者様ご本人と介護者様がともに乗車する場合にのみ発売し、ご購入の際に購入証明書の発行が
可能です。なお、この定期券は障がい者様が単独でご利用される場合には発売はできません。また、グリーン
IruCaの領収書の発行につきましては、ひと月単位で領収書の発行は致しかねますが、直近60件の利用履歴
が印字された証明書の発行が可能です。電車ご利用時にIruCa定期券窓口までお申し付けください。

2020/11/05 潟元
車掌の中で、何を言っているかわからない人が多い中で○○車掌さんの言葉は、丁寧で思いやりがありまし
た。

温かいお言葉有難うございます。車掌には発車前や走行中に適時マイクの音量等の確認をするとともに、適切
な音量でわかりやすい放送を行うよう指導しております。今後も更なる教習の実施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。

2020/11/05 瓦町 水田駅のエレベーターのスイッチ（1F）がこわれています。また、1F階段横のベンチがこわれています。

ご不便をおかけし申し訳ございません。点検の結果、お申し出の通り水田駅1階の上りボタンが欠落していまし
たので2020年11月6日に修理いたしました。また、1階の階段横のベンチも4人掛けのベンチ1か所が欠落して
おり、修理ができなかったため、撤去いたしまた。お申出いただき速やかに対処することができました。ご意見
ありがとうございました。



2020/11/05 瓦町
ご意見・ご要望文の内容と回答文が長く読みづらい。又、それ以上に文字のフォントサイズが小さく読めませ
ん。回答文を作成するのに大変と思いますが、読者の為に読んでもらいやすいフォントサイズにすることを強く
要望いたします。

ご不便をおかけし申し訳ございません。イルカBOXは半月毎にご意見とことでんからの回答を掲載させていた
だいております。駅の掲示場所には限りがある為、お客様から多数のご意見をいただいた場合には、文字の
大きさが小さくなる場合がございます。ご理解ください。なお、ご意見やことでんからの回答につきましては、
ホームページでもご確認いただけますので、そちらをご覧ください。

2020/11/05 メール

電車内で切符を買おうとした際、駅の人に言ってくださいと言われたが、これは標準的な対応でしょうか?以前
事前に切符を買う時間が無く、車内で買い求めた際に対応してくださった車掌さんは快く対応してくれました。ぎ
りぎりの時間に乗車してしまったこちらが悪いのですが、面倒くさそうに言われてしまい、さすがに腹が立ちまし
た。また、次の駅名を言う際、崩しすぎて何を言ってるか聞こえません。恰好つけなくても結構ですので、しっか
り発音していただきたいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の旅客営業規則では、ご乗車される前に乗車券等をお
求めいただくことと規定しております。乗車券等が購入できなかった場合には、車内にて車掌にお申し付けいた
だくようになります。車内放送につきましても丁寧でわかりやすい放送を心掛けるよう指導しておりますが、放
送が聞き取りにくい場合は、ご遠慮なく乗務員にお申し付け下さい。いただきましたご意見を真摯に受け止め、
接客時の言葉遣い・態度など、お客様の立場に立った接客を行い、全てのお客様が気持良くご乗車していただ
けるよう取組んでまいります。なお、駆け込み乗車は危険です。余裕をもってご乗車いただけますようお願いい
たします。

2020/11/06 メール GOTOトラベルキャンペーンの地域共通クーポンが利用できる切符等はありますか?
ご意見ありがとうございます。地域共通クーポンでお求めいただける乗車券は、ことでんの各有人駅で発売し
ている一日フリー切符とことでんおんせん乗車入浴券がございます。なお、乗車券以外でもことでんグッズでも
ご利用いただけます。

2020/11/09 メール 全路線の紙の時刻表があれば欲しいのですが、郵送して頂くのは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
ことでんでは、2020年11月28日から全線のダイヤ改正を行います。ことでんホームページから時刻表をご確認
いただけるほか、現在は各有人駅にて時刻表を配布しております。郵送をご希望される場合は、着払いでの郵
送も可能です。

2020/11/09 メール

以前、夜間の瓦町駅での長尾線着(上り)と志度線発(下り)の時間が、同時刻で乗継が出来ず不便だと意見さ
せていただいた者です。11月28日にダイヤ改正がありますが、上記問題は解消されていますでしょうか。また、
安全に乗継が行えるように、何分の時間がありますか?琴平線(下り)などでも志度線への乗継時は、走らなけ
れば間に合わないと聞きます。安全運転を進めるコトデンさんですので、利用者の構内事故を起こさないため
にも、乗継のダイヤにもご配慮をお願いします。

ご意見ありがとうございます。現行ダイヤでは21時以降、長尾線の上り列車と志度線の下り列車の発車時刻が
同一で乗り継ぎができておりませんでしたので11月28日のダイヤ改正より夜間の時間帯も各線から志度線に
乗り継ぎできる運行ダイヤを設定しております。

2020/11/09 メール
以前購入させていただいた、ことちゃんのどんぶりを割ってしまい悲しみに暮れております。現在は、通販や駅
でも取り扱いがないようですが、是非とも再販をご検討いただけましたら幸いです。生産ロット等のご都合等も
あるかと思いますが、何卒、宜しくお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。ことちゃんのどんぶりについて、現在、在庫切れとなっており、再販については検
討中となっております。再販の際には、ホームページ等で告知させていただきますので、今後ともよろしくお願
いいたします。

2020/11/09 メール
【電車について バスについて】
太田駅の場所が道路から分かりにくいので、仏生山駅(塩江街道にある看板)のようにして欲しい。また、夜間
暗くて怖いので太田駅バス停の所に街灯を設置して欲しいです。

ご意見ありがとうございます。道路への案内看板の設置については、道路管理者が設置しており、ご意見を伝
えたところ次の回答をいただきました。2019年度の道路交通法の改正において、駅施設に20台以上の駐車場
が設置されていない場合には、案内看板の設置対象外との事でした。また、ことでんが設置する場合において
も多額の費用が必要となることから困難です。ご理解ください。

2020/11/09 メール
0時便、イルカボックスの回答色々見ましたけど、しばらく無理そうですね。いつか復活して欲しいとは思うけど
なぁ。

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11月28日からのダイヤ改正では、
減便前の90％の運行本数を確保しておりますが、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。夜間の時間帯を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
で夜間の時間帯を運行する経費を確保することはできず、11月28日からの運行ダイヤが最大の運行本数とな
ります。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/11/09 メール
1.最近、長尾線の車両などで、車内の抗菌加工がされている車両を見かけますが、ホームページなどで、車内
の抗菌加工を随時行ってますなどと周知したほうがいいと思います。2.こと一家の布マスクとか作らないんです
か?アマビエのステッカーもいいけど。

現在、車内の抗菌加工として、光触媒による除菌・抗菌・消臭施工を行っています。全車両への施工が完了し
た後にホームページにて周知する予定です。ことちゃん一家の布マスクについては、今後の参考とさせていた
だきます。引き続きことでんをよろしくお願いいたします。

2020/11/09 メール
1.最近、長尾線の車両などで、車内の抗菌加工がされている車両を見かけますが、ホームページなどで、車内
の抗菌加工を随時行ってますなどと周知したほうがいいと思います。2.こと一家の布マスクとか作らないんです
か?アマビエのステッカーもいいけど。

現在、車内の抗菌加工として、光触媒による除菌・抗菌・消臭施工を行っています。全車両への施工が完了し
た後にホームページにて周知する予定です。ことちゃん一家の布マスクについては、今後の参考とさせていた
だきます。引き続きことでんをよろしくお願いいたします。

2020/11/09 メール
1日フリー切符がサイズが少し大きく、持ち運びに不便を感じます。財布に入るサイズ、例えば名刺サイズなど
には出来ないでしょうか。

ご意見ありがとうございます。1日フリー切符は駅窓口にて日付印を押印する為、現在のサイズとなっておりま
す。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

2020/11/09 メール ことちゃんファンです。ことちゃんに年賀状を出したいのですが、どこに出せばよいですか。
いつもことちゃんの応援ありがとうございます。ことちゃんへの年賀状については、「〒760-0073　香川県高松
市栗林町2丁目19番20号　高松琴平電気鉄道株式会社　ことちゃん宛」まで送付下さい。

2020/11/09 メール
ことちゃんに年賀状を送りたいのですが、どこ宛に送ればよいですか?※先程送ったのですが、多分前に使って
いたメールアドレスを記入してしまったので、もう一度送ります。前のが合っていたら、すみません。

いつもことちゃんの応援ありがとうございます。ことちゃんへの年賀状については、「〒760-0073　香川県高松
市栗林町2丁目19番20号　高松琴平電気鉄道株式会社　ことちゃん宛」まで送付下さい。

2020/11/09 メール

高松築港駅から三条駅間6ヶ月定期(3月31日まで)を使用中です。伏石駅開業されましたら、そちらを新たに最
寄駅として利用するつもりです。定期券は払い戻して再購入が必要でしょうか。それとも追加料金のみで再発
行していただけるのでしょうか?発生する料金(11月1日開始の定期の場合)も教えてください。お手数ですがよろ
しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。2020年11月28日に開業する伏石駅を発着とする定期乗車券は、14日前
の11月14日からご購入いただけます。現在、お持ちの定期乗車券を伏石駅に区間変更される場合は、手数料
なしで、日割り計算にて払い戻しをさせていただきます。お問い合わせいただいている定期乗車券を11月30日
に手続きをされる場合には24,890円+500円（デポジット代）を返金致します。なお、高松築港駅～伏石駅の6ヶ
月通勤定期券の運賃は49,850円+500円（デポジット代）となります。ご利用のほど、よろしくお願い致します。



2020/11/09 メール
28日に開業される伏石駅ですが、当日式典やイベントはあるのでしょうか?出発式は始発列車のみでしょうか?
紙ベースで新しい時刻表の配布とかはあるのでしょうか?

ご意見ありがとうございます。伏石駅開業に関しましてイベントや出発式は予定しておりません。なお、時刻表
については、2020年11月6日より有人駅等で配布しております。どうぞご利用ください。

2020/11/09 メール
伏石駅の開通でのダイヤ改正で、長尾線下り、瓦町0801発の電車が学園通りまでいかなくなったのは何故で
すか?通学でずっと利用している学生、先生、または会社員困ります。変更しないで欲しい!本当に困ります!! 学
園通りまでお願いします。

ご意見ありがとうございます。11月28日のダイヤ改正より、ご利用状況を勘案し、運行区間の変更や増便を実
施しております。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2020/11/09 高松築港太田駅に4両運転の案内が掲示されていますが、平日しか載っていません。休日も載せてください。
ご不便をおかけして申し訳ございません。2020年11月28日に伏石駅の開業にあわせて、全線でダイヤ改正を
実施します。同日から平日の4両編成の運行案内を掲出いたします。なお、基本的に休日は終日2両編成で運
行する予定となっており、車両編成数は平日のみのご案内となります。ご理解ください。

2020/11/09 メール
2020年度の安全報告書を拝見させて頂きました。報告書の中で気になったのは「サービス介助士」という文字
でした。そもそもサービス介助士とはどんな資格ですか?また、サービス介助士の資格保有者の見分け方はあ
りますか?

ご意見ありがとうございます。サービス介助士とは、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定する資格で
す。資格取得には、ご高齢の人や障がいがある人を手伝うときの「おもてなしの心」と「介助技術」を学びます。
ことでんの資格を取得した社員は「サービス 介助士」と明記した名札を着用しています。今後もお客様視点に
立ったサービスの提供に取組んでまいります。

2020/11/10 メール

東京在住の鉄道ファンの者です。京急1000形には幼い頃から非常に愛着があり、京急での現役時代から何度
も乗ったり撮ったり親しんできました。今回の還暦の赤プロジェクトが行われることが決定した際には本当に喜
びを感じ、出来る範囲での精一杯の支援をさせて頂きました。支援者へのリターン向けのイベントへの参加を
含めて昨年は個人的にも何度も訪問させて頂き、あの頃の生きた赤い京急1000形を再び見ることが出来まし
た。しかし年明けからの新型コロナウイルス感染拡大により、都道府県を跨ぐ移動の自粛や外出自粛を余儀な
くされ、1081編成が気になる気持ちの半面、そのような時期に東京から個人の趣味目的で訪問することは沿線
にお住まいの方や日常の利用客の方々への影響、ひいてはこのプロジェクトを企画頂いた主催者様への影響
を考えると、どうしても気持ちを抑えて自粛する他ありませんでした。そのため、桜や菜の花の時期や新緑、田
植えの美しい時期など、今年の上半期は全く訪問することが叶わず、支援した者としては本当に悔しい思いで
した。GoToキャンペーンなどで徐々に観光が再開される中、先日、情熱の赤プロジェクトのリターンの件で主催
者様とやり取りをさせて頂きました際に、還暦の赤の1081編成について期限となる春以降の延長の可能性は
無いかをお伺いしたところ、次回の検査は塗装を伴う検査であり本プロジェクトとしての延長は困難との回答を
頂戴し本当に寂しく感じました。塗装での延長となると達成金額が2000万円を超えてしまい、リターンも含める
と実施自体が難しいではないかとのお話もお伺いしました。今回このプロジェクトで1500万円という多額の支援
が集まったのは、京急1000形がいかに全国各地の鉄道ファンに愛されていたかということを象徴していると思
います。その中には香川県にお住まいの方のみならず、当然私のように東京や神奈川に住む京急に馴染みの
あるファンも多くおり、その方々は半年近くの間、私のように自由に訪問が叶わなかったかと存じます。還暦の
赤プロジェクトが終了して1081編成が検査に入る折、どうか御社でも今回のプロジェクトの達成した背景や自由
に訪問が叶わなかった半年間の私共支援者やファンの気持ちを踏まえ、御社主体での京急の赤い塗装のリバ
イバルを実現頂きたく、前向きなご検討を心よりお願い申し上げます。レトロ電車や情熱の赤プロジェクトが終
了した後も赤い京急1000形が現役であれば、今後も年間を通じて継続的に訪問をさせて頂き、貸切列車の運
行も検討したく存じます。一支援者としての立場からの意見や希望で恐縮ではございますが、どうか重ねて宜し
くお願い申し上げます。

ご意見頂きましてありがとうございます。還暦の赤い電車および情熱の赤プロジェクトは、ことでん貸切乗車団
様の企画・ラッピング広告電車として運行を行っております。京急リバイバルカラー実現により、多くのファンの
方が撮影や乗車をお楽しみ頂いていると存じます。還暦の赤い電車は2021年2月末頃まで、情熱の赤プロジェ
クトは2021年9月末頃までの運行予定となっており、運行終了後はラインカラーに復元予定ですが、頂きました
ご意見は今後の参考とさせて頂きます。

2020/11/10 メール 緑のIruCaの使ったひと月の領収書の発行はしてもらえるのでしょうか?回答お願いします。
いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。
グリーンIruCaの領収書の発行につきましては、ひと月単位で領収書の発行は致しかねますが、直近60件の利
用履歴が印字された証明書の発行が可能です。電車ご利用時にIruCa定期券窓口までお申し付けください。

2020/11/10 瓦町

空港通り駅（空港にアクセスする拠点駅として整備）駐輪場が不足しています。南側タクシー置き場と書かれて
いる所、南側高架下は自転車置き場にすべきと思います。少ない車の駐車が占有し、多くの自転車利用者不
便しています。東側の空き地（民有地）を将来に備え活用できるよう公共が前もって措置が必要。伏石の大々
的なプランと比較すると所要額は少ない。

ご不便をおかけし申し訳ございません。現在の空港通り駅の駐輪台数は230台ございます。駅南側の入り口付
近は、混雑がみられるものの、現在のところ日常的には、収容台数以上に駐輪されていない状況です。お手数
をおかけしますが、空いているスペースへの駐輪をお願い致します。なお、ご意見につきましては、駐輪場を管
理している高松市にお伝えさせていただきました。また、駐輪場の拡充につきましても自社単独での設置は困
難です。ご理解ください。

2020/11/11 一宮
一宮～滝宮間の16時代後半から17時代の前半を復活して欲しいです。伏石駅ができたら南部の人たちも高速
バスを使いやすいです。地方都市でも富山や福井も私鉄の利便性を良くしています。北陸の私鉄も頑張ってい
るので利便性を良くしてほしいです。

2020年7月1日からの減便ダイヤでは、12時～15時の時間帯で間引き運転を行っていましたが、2020年11月28
日伏石駅の開業にあわせて、全線でダイヤ改正を実施し同時間帯の運行を再開します。なお、高松市が高速
バスや路線バスと結節する駅前広場を設ける計画で来春以降の供用開始を目指して工事を進めています。

2020/11/11 三条
伏石開業に伴いダイヤ改正のおかげでコロナで減便された日中（12～14時代）の一宮行きが再開されました。
また、始発の築港着5時51分（AM）によって6時代の各特急（松山・高知）やマリンライナーとの接続改善に取り
組めているなと思います。今後も再開されるダイヤがあったらいいですね。

2020年7月1日からの減便ダイヤでは、12時～15時の時間帯で間引き運転を行っていましたが、2020年11月28
日伏石駅の開業にあわせて、全線でダイヤ改正を実施し同時間帯の運行を再開します。なお、他の便の運行
再開につきましては、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出来ないことから、
今のところ2020年11月28日からのダイヤが最大の運行本数となります。ご理解ください。



2020/11/12 メール

通勤通学時間帯の混雑している電車内で未だにマスク未着用者がいます。正直、同じ車両に乗るのが怖いで
す。東京や大阪の都市部の鉄道では駅及び電車内の放送でマスク着用をお願いするアナウンスを頻繁にして
いますが、ことでんでは残念ながら聞いたことがありません。公共交通機関としてマスク着用をお願いするのは
当たり前かと思いますが、御社はそのような考えはないのでしょうか。まさか未だに「コロナは大したことない」
「マスクなんてあまり意味がい」とお考えですか?
乗客の安全を第一に考えるならばマスク未着者に対して着用を促すべきではないでしょうか。今一度、公共交
通機関としての責任と使命を考えて頂きたい。

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。

2020/11/12 高松築港

下記の投書は、令和2年7月31日（金）の夕方に、高松築港駅のイルカBOXに投函していたものであるが、こと
でんが8月5日（水）に受け付けたようにしてから、翌日の「8月6日（木）に草刈りを行いました。」との回答の掲
示が翌月の9月中旬に主要駅に張り出されました。この草刈りが行われてから、現在の11月10日（火）の時点
で、約3か月が経過しましたが、また自転車置き場等に、雑草（よもぎ等）が成長して幅広く茂ってきていて、利
用者（乗客）が通行するのを邪魔している。いろいろなゴミも放置されたままの状態が長く続いているのは、公
共交通機関であることでんが各駅周辺を常に点検していない証拠である。あいかわらず、1か月に2回ほど放
置自転車のチェックに来て、期限を記入した札を自転車のハンドルにつけているようですが、なぜ、その時に、
雑草のチェックをする「草刈りを行う。」とか、自転車置き場等に捨てられているゴミをかたづけないのか不思議
である。（記）ことでんの電車駅、駐輪場についての状況報告及び注意事項　毎年夏季になると、長尾線西前
田駅付近の線路内に、雑草（セイタカアワダチソウ等）が大きく成長して茂っているので、電車の乗降時には、
乗客の足に触れるようになっている。また、自転車置き場等には、雑草（よもぎ等）が大きく成長して幅広く茂っ
てきているので、利用者（乗客）が通行するのを邪魔している。いろいろなゴミも放置された状態が長く続いてい
る。公共交通機関であることでんは、西前田駅に限らず、各駅周辺を常に点検して、このようなことがないよう
に、早急に改善していただきたい。

いつもことでんをご利用いただきまして、ありがとうございます。イルカBOXのご意見については、弊社からの回
答にお時間をいただくようになります。お急ぎの場合には、運転営業所087-831-6008までご連絡いただければ
と思います。なお、西前田の雑草につきましては2020年11月13日に対応いたしました。また、駐輪場の放置自
転車の調査や回収は、高松市が管理しており、自転車整理や清掃などは、弊社が管理しているため対応遅く
なりご迷惑をおかけしました。今後は関係機関と連携し、施設の維持管理に努めてまいります。

2020/11/13 メール
9:53発の電車に乗ったのですが、暖房はあまりにもあつくて、お尻が火傷しそうぐらい気持ちが悪いです。北海
道なら分かるけど、こちらは、まだまだ暖かい香川ですよ!温度を下げて欲しいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。電車内の暖房装置は電熱器を使用しており、調整が非常に
難しく苦慮しているのが現状です。乗務員は、車内に設置の温度計だけに頼らず、客室に入りお客様にお伺い
するなど、車内の状況に応じ適切な車内温度の管理に努めていますが、車内が暑い時や寒い時にはご遠慮な
く乗務員にお申し付け下さい。

2020/11/13 高松築港
栗林公園～三条間の複線化工事は、いつ頃から始まる計画ですか？将来的には仏生山駅まで複線化させる
のでしょうか？仏生山の留置線（8番線）が複線化されれば、新たな場所を確保する計画もあるのでしょうか？

ご意見ありがとうございます。栗林公園駅～三条駅間の複線化工事は現在、関係機関と調整中です。また、高
松市総合都市交通計画推進協議会では将来的には仏生山駅までの複線化を計画しておりますが、施工時期
や車両の留置場所など具体的な内容は決まっておりません。今後も積極的に関係機関との協議を進めてまい
ります。

2020/11/13 高松築港

ことでんの長尾線西前田駅の自転車置き場に1つだけ設置されている外灯（防犯灯）が点灯していません（蛍
光灯管球が切れているか？故障か？）これは最近になって日が暮れるのが早くなり、暗くて利用者（乗客）が不
便（不安）を感じて分かったことである。もしかして何か月以上も前から点灯していなかったのかもしれません。
公共交通機関であることでんが各駅、自転車置き場等その周辺及び設備を常に点検していない証拠である。
あいかわらず、1か月に2回ほど放置自転車のチェックに来て、期限を記入した札を自転車のハンドルにつけて
いるようであるが、なぜ、その時に、自転車置き場等その周辺および設備の点検をするとか、雑草の状態を
チェックをして「草刈りを行う。」とか、自転車置き場等に捨てられて放置されているゴミをかたづけないのか不
思議である。現地に設置している設備の定期的な点検をせずに、何もしないでずっとほったらかしにしておい
て、毎回のごとく、利用者（乗客）からの通報があってから、やっとこさ対応しているような状態では、困ります
ね。蛍光灯管球の取り換えが面倒であれば、明るくて、電気料が安く経済的で管球が長持ちするLED照明に変
更することも一案であるのではないでしょうか。公共交通機関であることでんは、西前田駅に限らず、各駅、自
転車置き場等その周辺及び設備を常に点検して、このようなことを繰り返さないように、早急な改善と対応を確
実に実行していただきたい。

ご意見ありがとうございます。ご指摘いただいた西前田駅駐輪場に設置してある外灯ですが、高松市の管理と
なっておりましたので11月16日に点検・補修の依頼を行いました。なお、西前田駅の駐輪場につきましても高
松市管理となり放置自転車の調査・回収を行っていただいています。清掃等は当社の管理となることから、今
後は社内でも情報を共有し、維持管理を行ってまいります。


