
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/03/01 メール
SNSで仏生山でのラッピングはがし作業の画像を見たのですが、ヘルメットをかぶらず作業をしていました。貴社では敷地
内での外部業者の作業者への安全教育や指示はしないのでしょうか?安全に対する意識がずれているように思えます。

ご意見ありがとうございます。電車ラッピング作業は外部業者に委託し、関係する法令に従って実施しております。今回の
お申し出を受け、外部業者にご意見をお伝えし、今後も法令に従って作業を実施するよう指示いたしました。

2021/03/01 メール

令和3年2月○日午後○時○分瓦町発琴平行きの電車運転手(琴平向き)もしくは、その隣にいた方が、複数回にわたって
運転中とか駅手前付近で笑いながら、談話していたが、電車は高速な乗り物であって、万が一事故でもしたら多くの命に
関わるものなので、運転に集中していただきたく、乗車していて非常に怖かった。運転席横に乗車していた会社員風の男
性も違和感を感じたのか、運転席を気にしている様子でしたので、私個人だけの考えではないのだと思います。その方々
が、普段からそのように運転中に談話しているのであれば、違和感を感じる乗客もおられると思いますので、運転手の
方々の今後のためにもお知らせしておいた方がよいと思いまして、参考でお知らせいたします。業務の参考としてくださ
い。運転手の方々には、毎朝朝早くからお勤めしていただき、感謝しかありません。いつもありがとうございます。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。お申出の時間帯は、運転士の運転技術や機械の操作に関する教習を実
施しておりました。教習の運転士に対して、機器の操作方法や車両の特性等について、指導していましたが、指導運転士
には、指導する立場として緊張感を持ち、安全な運行に努めるよう注意指導しました。

2021/03/01 綾川 いつもホームレスがゴミ箱を漁りに来ています。とても不快です。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。無人駅は、定期的に係員による清掃点検を実施しておりますが、確認は
出来ておりません。無人駅において不審者などを発見された場合には、速やかに乗務員やことでんの運転営業所までご
連絡ください。所轄警察と連携し、安全安心にことでんをご利用いただけるよう取り組んでまいります。

2021/03/01 瓦町

琴平から乗っているが、岡田から著しく車両が上下に反復し、その高低差はゆうに15㎝を超え、まさにピョンピョンする。座
席から臀部が持ち上がり、口の中を切って出血した。治療に10日以上を要する傷である。車内の事故として治療費を請求
したいと考えている。また、先般は生ケーキを持ち込んだところ、見事に崩れて商品価値を損なった。車内の損害として賠
償請求を考えている。至急、振動軽減に配慮した安全運転に切り替えるとともに車両を上下動の少ないものに変更すべ
し。改善が見られないようなら、国交省に相談することを考えている。

この度は、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。線路状態を維持するため、整備計画を立てて歪んだ線路の整正
に取り組んでおりますが、直ちに列車動揺検査機器を用いた緊急点検を実施しました。点検の結果、安全運行に問題はあ
りませんでしたが、動揺の大きな個所を確認しましたので、早急に軌道整備を行ってまいります。今後も引き続き、路盤や
軌道の状態を把握し、自社での軌道整備や外注工事の計画を立てて施設の改善や乗り心地の向上に努めてまいります。

2021/03/02 メール
駐車場についてお尋ねしたい事が有ります。瓦町駅周辺で月極駐車場は、有りますか。有る場合は、月の料金を教えて貰
えると助かります。お手数をおかけしますが、返答宜しくお願いします。

お問合せありがとうございます。瓦町駅周辺で弊社が管理している駐車場は、２箇所ございます。①瓦町駅東口駐車場は
月額16，500円、敷金45，000円となりますが、2021年3月2日現在、空きはございません。②多賀町駐車場は、月額6，600
円、敷金18，000円です。瓦町駅～花園駅間の長尾線の線路沿いにあり、瓦町駅より徒歩10分程度の場所にございます。
現在、９区画の空き有りますので、ご検討下さい。なお、お申込みやお問合せは、ことでん管理本部087-863-7723までお
願い致します。

2021/03/03 メール
香川・高松に行った時よく利用させていただいております。以前ことでん開業100周年記念のイベントえも行かせていただき
ましたが、また周年イベントが開催されるようでしたら、一日車掌、一日駅長、一日社長で小泉みゆきさんのイベントを希望
しております。うどん、グルメ、スイーツをからめたイベントが県外者には嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

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拡大に伴い、弊社においても自社イベントの延期や中止、自粛さ
せていただいております。イベントなどの開催に向けては、お客様のご意見を参考にお客様や従業員の安全を考慮して各
種の実施内容を決定してまいります。イベント開催の際には、弊社ホームページ等でご案内させていただきますので、その
際はご参加くださいますようお願い致します。

2021/03/04 高松築港
普段から高田駅を利用している者です。高田駅の担当者がいつも掃除してくれるのはありがたく思いますが・・・ほうきの掃
き方が雑に見えたので意見しました。点で言えば100点中30点ですね。いつも埃が舞って私どもの鼻に埃が入ることもあり
ます。いつも埃の跡がきっぷの自販機にもゴミの跡が付いています。もっと優しく掃いて頂ければそれで良いです。

ご不快な思いをおかけしまして申し訳ございません。該当駅係員には、常にお客様に対して十分な配慮を行い清掃するよ
う注意指導致しました。今後もお客様に対して思いやりのある接客に努めてまいります。

2021/03/04 一宮
イオンダイヤを復活してほしいです。2037年に四国新幹線を開業目標としています。高松駅併設とJR栗林駅併設とことで
ん伏石駅併設と高松空港の地下と4つの案が出ました。琴平線南部の利便性を考慮してほしいです。

ご意見ありがとうございます。2013年12月15日からのダイヤでは、綾川駅の開業に合わせ、利便性の向上を目的に滝宮
行きを設定しておりました。しかしながら、新型コロナウイルスの影響により、お客様のご利用が減少したため、2020年11
月28日のダイヤ改正より運行本数や運行運行区間の見直しいたしました。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。

2021/03/04 伏石 新駅の春立つ朝のアナウンス。伏石駅ができたとき嬉しくて詠みました。
素敵な俳句を詠んでいただきありがとうございます。伏石駅のグランドオープンに向けて、地域のお客様が快適にご利用
いただけるよう取り組んでまいります。伏石駅からのご利用をお待ち申し上げております。



2021/03/05 栗林公園
栗林公園駅にチャージ機がありましたが、いつ頃から取り付け使用開始したのでしょうか？琴平線車両は1081編成が出場
後は1071編成が入場するのでしょうか？塗装を行う際、かなり外壁が傷んでいるので、きれいな状態で出場してほしいと
思います。

ご意見ありがとうございます。栗林公園駅チャージ機は、2021年2月15日から運用を開始しております。1071-1072号車
は、今回の定期検査入場時に塗装工事を予定しております。

2021/03/05 瓦町

コロナで周辺のお店が大変そうですが、春になって暖かくなり、コロナが落ち着いたら、駅の空いている広いスペース（外
のベランダ、テラスっぽい所！ステキ！）を利用して臨時店舗を出せるようにしては？（バザーっぽい感じで、商店やNPO
か小物類や飲食物を販売できるように）と感じました。イスやテーブルを置けるスペースがあるので、ソーシャルディスタン
ス維持しながらできそうなら、やってみていただけるとすばらしいと思います。

ご意見ありがとうございます。瓦町駅2階の南デッキにつきまして、以前よりイベントスペースとして提供しており、過去には
飲食イベント等を開催した実績がございます。現在は新型コロナウイルス感染症対策のため、イベント開催予定はござい
ませんが、随時、お申込み受付を行っており、空きスペースの活用および賑わい作りを行ってまいります。

2021/03/08 メール

ことでんさんは、全国の共通ICカードに対応しておりますが、IruCa？以外のICカード以外は有人駅以外でのチャージや入
る・出るの取扱ができないみたいです。しかし、その旨を説明した張り紙が改札機付近に掲示してない点や車内にも掲示
がない車内放送でも無いので、降車する駅でもチャージができると思い降車したら、無人駅でICOCAの残高が足りず現金
払いでした。電車も遅らしてしまって申し訳なかったです…もっと周知が必要な内容だと思うので掲示お願いします。JRさ
んにあるようなICOCAチャージ機を無人駅に導入されてみては？

ご不便をおかけして申し訳ありません。ICOCA等の10カードの入出場は、各駅に設置している改札機をご利用ください。
チャージにつきましては、お手数をおかけいたしますが、IruCa取扱窓口、ことでんバス車内、コンビニで事前にチャージし
て、ご利用いただけますようお願い致します。なお、ICOCAチャージ機につきましては、現在のところ導入予定はございま
せん。ご理解のほど、お願い申し上げます。

2021/03/08 メール 以前、線路が歪んでいて、直してほしい旨の連絡をしましたが、未だ直っていません。いつ揺れがなくなりますか？
度重なるご意見を頂戴し、誠に申し訳ございません。軌道整備につきましては、計画を立てて実施しておりますが、琴平線
の緊急点検を実施し2021年3月に軌道の修繕を実施しました。4月以降も計画的に点検整備を行い、快適にご利用いただ
けるよう乗り心地の改善に取り組んでまいります。

2021/03/08 メール ここ1週間ほど毎日、朝○:○木太東口から花園まで○○が無賃乗車を行っている。取り締まれないのか?
ご不快な思いをおかけして申し訳ありません。無人駅では、運転士や車掌が確認し、適切な運賃収受の業務に努めており
ます。今後も乗務員による正確な確認を行うほか、係員を配置し、抜き打ちによる集札業務等を行い、適切な運賃収受に
取り組んでまいります。

2021/03/08 メール
最終便を23時前後にして欲しい。22時18分が瓦町発長尾行きの最終便になっていますが、子供の塾の終了時間から最終
便に間に合わない。定期を購入したのに行きにしか使えない。さすがに最終便が早すぎると思います。せめて23時前後に
して欲しい。

ご意見ありがとうございます。2020年11月28日よりお客様のご利用状況に応じたダイヤ改正を実施し、減便時と比べ最終
列車の繰下げを実施いたしましたが、2021年2月に実施した乗車調査では21時以降に17％～27%の乗車率となっており、
現在のご利用状況では、最終列車の繰下げや増便は困難です。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2021/03/08 メール
琴平線を利用しています。揺れが酷くて、座っていても大変です。特に伏石駅開業後の仏生山駅ー太田駅間にある仏生
山街道との踏切付近の揺れが一層酷くなった様に感じます。もしかしてダイヤ改正の負担により両駅間の余裕不足が影
響しているのですか?

ご不安な思いをおかけし申し訳ございません。ダイヤ改正による施設への負担等は発生しておりませんが、お申出をいた
だきました仏生山街道踏切の前後について、2021年3月9日に軌道の補修を実施いたしました。今後もお客様が快適で安
全にご利用いただけますよう施設の点検整備に取り組んでまいります。これからもことでんのご利用をよろしくお願いいた
します。

2021/03/08 メール

以前、高校生が考えた各駅キャラがあり、各駅の掲示板等に貼り出されていたと思いますが、最近見た際には外されてい
たみたいですが、もう貼り出しする予定はもうないでしょうか?結構気に入っています。貼り出しが無理な場合、スマホやパ
ソコン等からダウンロードとかできないでしょうか。昨年末に出来た伏石駅のキャラクターも作ってほしい。また、駅キャラの
スタンプラリーもしてほしい。

ご意見ありがとうございます。各駅のキャラクターは2019年11月30日（土）をもって掲出を終了いたしました。ご意見のあり
ましたダウンロードやスタンプラリー等の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。今後ともこと
でんをよろしくお願いいたします。

2021/03/08 メール
私はパニック症状が出るようになってから、いまは車の運転が出来ないし、色んな乗り物に乗れていません。ですが、琴電
はよく利用していて、電車の運転士の方がしっかり安全確認しながら運転されているのを見たお陰もあるんだと思います
が、安心して乗れています。ありがとうございます。

温かいお言葉をいただき有難うございます。社員の励みとなります。今後もお客様に安全安心で快適にご利用いただける
よう安全運行とサービスの向上に努めてまいります。 これからもご利用のほど、宜しくお願いいたします。

2021/03/08 仏生山 ○○が全く仕事をしていない。聞いても全く答えてくれない。どうにかなりませんか？
ご不快な思いをおかけし申し訳ございません。駅係員には、お客様の立場にたった接客を行うよう注意指導しました。な
お、事実関係を調査したところ、電車が発車する直前に乗車したいとの申出がございましたが、駆け込み乗車になると判
断し、次の電車をご案内させていただいておりました。今後も安全で安心してご利用いただけるよう取り組んでまいります。

2021/03/08 空港通り
私は空港通り駅～三条駅を定期券で利用させていただいています。定期券の更新は仏生山駅にて行っています。何故、
三条駅にて定期券発行して頂けないのですか？発行機械を設置しないのですか？友人はSuicaで利用していて電車内、
三条駅ではチャージできず大変困惑しています。回答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。イルカの導入当初に係員が常駐している駅に定期券発行機を設置しており、現
在ところ、三条駅に設置する計画はございません。新規に開業した伏石駅には、定期券発行機を設置しておりますのでご
利用ください。なお、お客様の利便性向上を目的に2019年3月2日からSuica等の10カードの片利用を開始しましたが、弊社
の施設における10カードのチャージは、IruCa窓口のみとなります。コンビニ等でチャージも可能ですが、詳しくは発行事業
者等のホームページをご確認ください。



2021/03/08 伏石 郵便ポストを設置してください。
ことでんをご利用いただき、誠にありがとうございます。お客様のご要望は、速やかに関係機関へお伝えいたしました。な
お、ポストは設置基準等があり、調査検討をお願いいたしました。

2021/03/08 メール
毎年、3月20日ごろに開催されている春のことでん電車まつりは、今年は開催されないのでしょうか?お教えいただけると幸
いです。お返事よろしくお願い申し上げます。

お問合せ頂きましてありがとうございます。毎年3月20日（または春分の日）に開催しております「ことでん春の電車まつり」
につきまして、現在、一部の地域に緊急事態宣言が発令中のため、開催を見合わせます。緊急事態宣言の解除後に代替
えイベントの開催を検討してまいります。

2021/03/09 メール

本日、子供を連れて長尾線を利用しました。ベビーカーで電車に乗る事が初めてだった為、乗降車に手間取ったのです
が、運転士さんが直ぐに手を貸して下さり、また「ゆっくりで良いですよ」と優しく声をかけて下さいました。車掌さんは、子供
に手を振って下さり、同乗していたお客さんにも優しくして頂きとても嬉しかったです。子供にとっても私にとっても素敵な電
車デビューとなりました。これからもことでんに乗って子供と沢山の思い出を作っていこうと思います。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。今後も社員一人一人が、お客様にご満足していた
だける接客対応を行い、サービスの向上に努めてまいります。これからもご利用のほど、宜しくお願いいたします。

2021/03/09 メール

フリーIruCaについて伺います。フリーIruCaを購入する際に氏名や住所などを申込用紙に記入しての販売は可能なので
しょうか?フリーIruCaの記名式版があるのでしょうか?(大川バスでの利用について)IruCaは、大川バスでも利用できます
が、SuicaやPASMOといった全国相互ICカードで大川バスは利用できますか?(精神障がい者の利用について)現時点でも、
精神障がい者への割引はバス部門のみで鉄道部門では行っていないとの認識ですが、お間違いないでしょうか?その上
で、精神障がい者への割引はバスで割引があり鉄道で割引がない場合は、フリーIrucaでの利用となりますか?その場合は
バスで半額処理していただき、鉄道ではそのままタッチして利用するという方法でよろしいでしょうか?さらに、精神障がい
者への割引は香川県内在住の障がい者に限られますか?東京都や北海道といった香川県外の精神障がい者も割引対象
ですか?ご返答のほどよろしくお願いいたします。

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。フリーイルカは、記名・無記名でご購入いただけます。登録した
カードにつきましては、万一紛失された場合でも再発行できるので安心です。大川自動車株式会社様では、全国相互IC
カードのご利用は、未対応となっています。弊社は、精神障害者手帳を交付されたお客様に対する運賃割引は導入してお
りません。ことでんバス株式会社につきましては、香川県に限らず精神障害者手帳を交付されたお客様に対する割引運賃
を導入しておりますので、ご乗車の際にバス運転手にお申し付けください。

2021/03/09 琴電琴平
ことでんに初めて乗りました。ゆったりおだやかで、とてもステキな時間を過ごせました。ありがとうございます。ことちゃん
大好きです。ことこと。

ことでんのご利用誠にありがとうございます。温かいお言葉をいただき、ことちゃんも喜んでいます。都会では感じることが
できない、ことでんならではの癒しの時間を楽しんでいただけたようで幸いです。今後も皆様から愛される鉄道となるため、
さらなるサービスの向上を図ってまいります。またのご利用をことちゃんをはじめ社員一同お待ちしております。

2021/03/09 今橋
志度線車両、旧型車両（レトロ電車）が現役だったころは増結車が検査入場されても3両編成を減車されなかったが、新型
車（800形）が運用されてからは現在のように3両編成が少なくなったように感じる。長尾・琴平からの600形転属の際に800
形2両改造（1本増発・1本予備）を検討して欲しい。いま、コロナ禍で車両を増やすことで感染対策につながると思うけど。

ご不便な思いをおかけして申し訳ございません。これまでに廃車となった車両は、単車（単独で運行できる車両）が6両で
あったため、定期検査時には、他の車両との連結が可能でしたが、現在の800形車両は4両で単独に運行することが出来
ません。このことから、定期検査入場の際には3両編成にすることができません。ご理解ください。琴平線や長尾線からの
車両の転属する予定はございませんが、ご意見は今後の車両導入時の参考にさせていただきます。なお、ことでんの車
両は感染対策として、2020年11月から全車内に光触媒による抗ウイルス・抗菌・消臭（チタンコートアルファ）施工を完了し
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。

2021/03/11 メール 栗林公園～三条間の複線化は、いつ工事が完了し供用されますか。
ご意見ありがとうございます。琴平線の複線化については、栗林公園～仏生山までを計画しておりますが、詳細な工事工
程については、現在のところ関係機関と調整中です。

2021/03/12 伏石
伏石駅北入り口の南側の門を開けない理由が知りたい。南入り口が出来るまで開けない意味が分からない。国道から南
側に住んでいる住民のことも考えて。

ことでん伏石駅をご利用いただきありがとうございます。バイパス側の入口につきましては、国道との段差があり、現在の
ところ、高松市様が段差の改修と駅前広場の整備を行っているため、開放ができない状況でございます。供用開始日が決
まり次第、速やかにお知らせいたします。なお、2021年4月1日（木）始発より南側の出入り口の一部と南口駐輪場の供用を
開始する予定です。南口についても部分開業となりますが、ご理解の上、お気をつけてご利用くださいますようお願い致し
ます。

2021/03/12 メール

琴平線の瓦町○:○発滝宮行きを利用しています。夕方のラッシュ時にもかかわらず、先頭車両のいちばん運転士に近い
3人掛けの席を威圧的な態度で、1人で占領する人がいます。毎日ではありませんが、よく見かけます。○/○もいました。
その方は瓦町到着時には既に乗車しており三条駅で降りますが、非常に迷惑です。どの運転士の方も気づいているはず
なのに対処してくれません。困っている方はほかにもたくさんいるはずなので、対処してください。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。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もございます。混雑時には車内放送の頻度を上げ、お客様に乗車マ
ナーのご協力をいただきながら、快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

2021/03/15 メール

時折利用しております。普段より、乗務員さんが、せわしなく走り回っている様を見て、その度に不安に思います。ネットで
は、概ね好意的な受け取りをされているようですが。ホームで他の人とぶつかる、長時間同じ姿勢で運転をした後に走り怪
我をする、そういったリスクもありますし、それ以上に不安なのが「皆さんが焦っている」事が常態化している事です。焦って
いると、人はミスをしがちになります。かの福知山線脱線事故だって、運転士さんに精神的な余裕が無かった事が惨事の
原因でした。乗務員さんが走らねばダイヤ通りに運行できないのなら、ダイヤを見直すべきでしょう。それが出来ないなら
ば、あなた方に人の命を預かる資格があるとは到底思えません。早急な改善を求めます。

ご意見ありがとうございます。弊社のダイヤは、お客様のご利用状況を勘案して設定しているほか、2020年11月28日のダ
イヤ改正では、長尾線にゆとりダイヤを導入し改善を図りました。今後も安全で安定的な輸送の向上に取り組んでまいりま
す。



2021/03/15 メール

障がい者運賃の本人確認についてお問い合わせいたします。2021年3月13日(本日)より、全国の鉄道事業者がスマホ手
帳による認証を開始しました。スマホ手帳の公式サイトで、導入する事業者の一覧が公開されていますが、貴社が含まれ
ていないため、照会いたしたくご連絡いたしました。http://www.mirairo.co.jp/information/post-20210310国土交通省は、
2020年10月19日に「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」という
通知文書を発出しています。貴社でも受信されているはずです。その後、11月にかけて、運輸局からスマホ手帳の導入意
向に関する調査が行われ、その折にも同件について理解と協力を求める要請があったと存じます。全国の鉄道事業者で
普通に使用できるスマホ手帳が、貴社だけ使用できないのは問題です。スマホ手帳による本人確認は、職員への簡単な
研修を行えばすぐに実施できる内容であり、設備投資等は不要です。この程度のことも対応していただけないのは、障が
い者への配慮が不足しているのではないかと思います。どのような経緯でこのような対応に至ったのか照会いたしたく、ご
連絡いたしました。なお、貴社の旅客は地域住民だけでなく、帰省や旅行等で遠方から利用される方もおられます。もし、
本人確認の簡素化はICカード等の別手段により対応済であるため、スマホ手帳に対応する必要はないとお考えでしたら、
公共交通機関としての自覚に欠けた安易な対応であると申し上げておきます。

ご意見ありがとうございます。お申出の通り2020年10月22日に四国運輸局より身体障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」を身体
障害者手帳に代わるものとして運用することは差し支えない旨の通知があり、同日より「ミライロＩＤ」の提示があった場合
は、既存の手帳（紙媒体及びカード様式）と同様の取扱いを実施しておりますので、どうぞご利用ください。なお、弊社で
は、各種の手帳保有者の全てが割引対象となっておらず、公開されている詳細な説明をご確認いただく必要があることか
ら、事業者の登録につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。

2021/03/15 メール

半月くらい良く見るようになった。木太東口駅○時○分発で花園駅まで、男子学生2名が無打刻で改札機を通過している
(切符も買わない)状況である。花園駅ではゆっくり歩いたりして、上り電車の発車後に駅員不在の状況で通過しているが、
偶に運転手がいても無打刻で通過することがある。他の者への影響も有るし、毎朝この様なさまを見るのも気分が悪い。
当人の為にも、早めに対処して頂きたい。

不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。無人駅では、運転士や車掌が確認し、適切な運賃収受の業務に努
めております。今後も乗務員による正確な確認を行うほか、係員を配置し、適時、集札業務等を行い、適切な運賃収受に
取り組んでまいります。

2021/03/15 瓦町

ことでん琴平線は他の2路線に比べ区間が長いため乗務が長い（1つの列車を担当することで瓦町まで戻ってくるまで）と
思われます。琴平線で利用の少ない日中（2両編成として運用している列車）主に10時前後から15時過ぎくらいまで都市型
ワンマンを導入されてはいかがでしょうか？JR四国は今回のダイヤ改正で日中さらに信用式ワンマンを運用しているの
で、ぜひ考えてみてください。

ことでんをご利用いただき、誠にありがとうございます。ご意見や他社事例は、今後の参考にさせていただきます。

2021/03/15 瓦町
目の前に乗ろうと手をあげたにもかかわらず、無視されて発車した。そういうケースはいかがでしょうか？○：○木太東口
発高松築港行きの電車に乗りたかったけどドアを閉めて発車したので次の電車が車で待った。悲しいー。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。担当乗務員には、駅に到着した際には周囲の確認を徹底し、お客様の動
向に十分注意するよう注意指導しました。なお、列車が遅れて他の方の迷惑となる場合がございますので、駆け込み乗車
はおやめください。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

2021/03/15 瓦町

本日、長尾線を利用したものです。瓦町へ降車しエスカレーター付近にゴミが落ちていると思ったんですが、ことでんの乗
務員の名前（名刺）があったので改札に届けました。乗務が終わった後に何かの拍子に落ちたのかと気づきました。ことで
んの方は忘れ物などをお客さんに探してくださっているので、今日は乗務員の方が探しているのかと思われますので、早
急に届けてくれればと自分は思いますのでお願いします。

社員の名札をお届けいただきありがとうございます。瓦町駅スタッフが清掃点検中に名札を無くして困っておりましたが、お
客様に届けていただき大変喜んでいました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/03/15 綾川 とても良かった。椅子が冷たい。だがフカフカ。

ご利用ありがとうございます。弊社の車両は、エアコンで暖かい風を送風しているのではなく、シート下の電熱線による暖
房装置のため、椅子表面を温かくすることが出来ません。また、現在は、コロナ感染症対策のため、窓を開けて運行してお
り車内温度を保持することが難しい状況です。ご理解ください。なお、弊社の座席シートは、ウレタン式ではなくバネを採用
しており、弾力があるフカフカしたシートとなっています。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/03/15 潟元

なぜ今現在コロナ禍の中、車両は換気していないのか？本日乗車しても換気上部が開いている窓は２ヵ所。最低でも6ヵ
所が普通ではないのか？何両編成にしても同じ。ましてやその同時刻に上部窓を閉めている輩がいる。（寒いのは分かる
が今の状況では仕方ないのでは）もう少し乗務員が放送にて注意喚起したら。早朝の通勤時間も同様にされると本当に密
閉になりうるよ。今回の件は以前にも思っていましたが今回は最悪。車両の中変なにおい（香水）が混じって思わず途中下
車した。早急に対処してほしい。もう1点。時間帯に乗車しても出発前のアナウンスが小さい時もあり、大きい声もあり、音
声点検の時、何を言っているか？がある。再度教育（乗務）やりなおせや。7時台の通勤時間に毎回のように7人掛け3人
掛けにきちんと座られてない。一人でも座れたらいいと思う反面、新聞開いている輩もいて「私は関係ないという顔をしてい
る高齢の方」朝だからこそ一人でも乗車する事ができるように配慮したら。たぶん私自身以外にも乗車されている方皆同じ
ことを思っているはず。乗務員には各駅停車出発時、放送を繰り返して。最後にもっとことでんさん変わろうや。香川の顔
やろう。ぜひお願いしますよ。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。感染防止対策として、一部の窓を開けて運行していますが、気温が低い
時期や花粉症のお客様が窓を閉められる場合がございます。車両は、定期的に吊り革や除菌に取り組んでおり、引き続き
感染症予防対策を徹底してまいります。ホームページや駅貼りポスター、車内放送を通じて、今後も新型コロナ対策とあわ
せ乗車マナー向上に努めてまいります。なお、車内窓の開閉やマイクの音量など、お気づきの点がございましたら、お気軽
に乗務員にお申し付けください。


