
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/04/16 メール

片原町駅前入口に設置されている喫煙スペースについて、タバコを吸う人には申し訳ないが、場所を移動して
ほしい。タバコを吸わない人も皆が臭いを嗅がないと駅を利用できない位置に喫煙スペースがあるのはおかし
い。この状況を外部から指摘されるまで自ら気づかないのは、ことでんは世の中の流れに対して感度が鈍すぎ
る。

ご不快な思いをお掛けし申し訳ございません。現場を確認したところ併設店舗入り口に灰皿が設置されており
ましたので、併設店舗と協議し2021年5月1日に撤去いたしました。今後も快適に施設をご利用いただけるよう
努めてまいります。

2021/04/16 メール
駅のゴミ箱をコロナを理由に封鎖しているが、どうゆう論理で、ゴミ箱を封鎖することが、コロナ拡散防止に繋が
るのか、具体的に説明してほしい(科学的根拠も)コロナを理由にサービスを低下させてるようにしか思えない。

ご意見ありがとうございます。香川県では、感染警戒レベルが引き上げられたこともあり、不特定多数の人が使
う駅では、マスクなど口に触れるものが捨てられるゴミ箱を使えるようにしておくと、お客様や従業員が新型コロ
ナに感染する恐れがあることから、2021年4月1日より、ゴミ箱の使用を中止いたしました。感染拡大の防止にご
理解とご協力をお願い致します。

2021/04/19 メール

高田駅～瓦町まで利用しています。新年度に入ってから、7時代も朝混み具合が多くなってきました。帰宅時
は、ばらつきがあるのですが、17時37分から18時半までに利用しています。どの時間も混雑で三車両に増設し
ていただけませんか。他の方も座りたいはずです。始発でないと座れなくなっています。 テレワークもできない
人が多いと思います。それならば、電車の車両を増設してソーシャルディスタンスをとれるように、配慮してほし
いです。それと夕方は、みなさん何人か車内で話をしたりしています。コロナ放送ゆるいのではないでしょうか?
特に学生さんや、若い方に多く見えます。話をするなとまではいいません。せめて回りをみて欲しい。

ご不便をおかけして申し訳ございません。ラッシュ時間帯は、予備車両を除く弊社の所有する全ての車両を運
用しており、車両編成数を増やすには、車両の増備や施設の改修等が必要となるため、早期の実現は出来ま
せん。なお、お申出の時間帯は、16.5～74.3％の乗車率でございましたが、今後も車内のアルコール消毒や運
行中の窓の開放、空調設備による換気を行い、感染防止対策を講じてまいります。また、継続して車内での会
話の抑制、マスクの着用を車内放送等を通じて、お客様にお願いしてまいります。

2021/04/19 メール

先日、詳細が発表されましたゴールデンウィークでのレトロ電車引退イベントについて質問をさせていただきた
いのですが、まずは、コロナ過という大変な状況の中、こういった企画を立ち上げていただきありがとうございま
す。このイベントに関してですが、現在、東京都、大阪府、兵庫県、その他の大都市において新型コロナウィル
スの感染が再拡大し、政府によるまん延防止等重点措置適用の地域が増加している状況です。今後、ゴール
デンウィーク迄の残り2週間の間に感染拡大が収まらず、全国的、または香川県と比較的距離の近い大阪・兵
庫への緊急事態宣言が政府より発令された場合、中止となりますのでしょうか?また、中止した場合ですが、今
回中止した場合も昨年のようにイベントの再延期の可能性はありますのでしょうか?もしくは、引退イベント自体
を行わずにレトロ電車2両は本線営業から引退という形になりますのでしょうか?現在の状況の中で、類似の問
い合わせが多数届いていることかとは思いますが、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。ゴールデンウィークイベントにつきましては新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、誠に申し訳ございませんが、イベントをすべて中止とさせていただきました。なお、代替イベントを夏頃に実
施できるよう計画を行っておりますので、コロナ禍ではございますがイベント再開の折には是非ご来場ください。
また、レトロ電車の引退につきましてもイベント同様に夏頃まで延期を検討しております。お客様のご理解をお
願い申しあげます。

2021/04/19 メール
いつも利用させて頂いています。駐輪場に屋根をつけてもらいたいです。三条駅と、太田駅にお願いします。バ
スの本数も香川県では高松市は多いですが、やっぱりもう少し増やして欲しいです。

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。駐輪場の屋根の整備について、駐輪場を管理する関係
機関へ整備をお願いしたところ、今後の駐輪場の利用状況を見ながら設置について検討していくとの回答があ
りました。

2021/04/19 メール

扇風機、クーラーは、どのような運用の基で稼働するのでしょうか。温暖化、そしてコロナによるマスク着用で朝
の通勤ラッシュ時は非常に暑くて不愉快であるため、古い基準、前例踏襲であるならば、現況に合わせた運用
に変えてほしい。現在の運用をご教示いただくとともに、改善の有無及び理由をいただきたい。乗車客が快適
な時間を過ごす事をモットーにされたいるならば、乗車率など車内の環境に合わせて扇風機、クーラーの稼働
を行うよう要望したい。基準の考え方が難しいのであれば車掌に一度ラッシュの暑さを体感いただきたい。ま
た、コロナ対策と謳っておられるが、窓が上段しか開いていないのはなぜでしょうか。ご存知のとおり、乗客が
自主的に開けるのは他の乗客の目があり難しいため、下段の窓についても、運転開始時から開放していてほ
しいです。下段窓について落下等の危険がある理由で開放できない場合、上段同様カーテンを下ろせば良いと
思うが、それでも難しい場合は、コロナ対策を謳わられている中でなぜできないかの理由をお伺いしたい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の車両設備は、暖房と冷房が供用できないため、寒い時
期は暖房で暑い時期は冷房に切替えており、4月26日より順次、冷房が使用できるよう切替えを行なっておりま
す。なお、乗務員は車内に設置している温度計だけに頼らず、混雑率や湿度等も勘案しながら空調機器を使用
しておりますが、現在は気候的にも窓を開けることで適切な車内温度を保つことが可能なため、予め車内の窓
を開ける箇所を増やすよう社員周知しました。今後もお客さまに快適にご利用いただけるよう努めてまいりま
す。

2021/04/19 メール

先日、祖母が今橋駅にiruCaの更新にいったようです。駅員さんがいないと更新ができないようなので、受付時
間を貼紙で確認していったようです。受付時間は10:20までなのでその時間までに行ったものの、10:15には機
械を閉めているのでもう対応ができないと女性に言われたようです。もし時間を変更しているのであれば、貼紙
等の時間を変更していただけると助かるな、と思い連絡させていただきました。

大変、ご不便な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。ご指摘の通り、営業時間内にも関わらずIruCa
更新に使用する機器が使用できない状態にしておりましたので
営業時間に合した変更を行いました。今後もことでんをご利用いただけますようお願いいたします。

2021/04/19 瓦町
なぜ長尾線と志度線は24分くらい空いてて琴平線だけ15分くらいなんですか？すべてを一緒の間隔を取るべき
であるお思います。

ご意見ありがとうございます。弊社の路線は単線区間が多く、琴平線は、電車が隣の行き違い場所まで7分30
秒で走り、行き違った電車が7分30秒をかけて戻るため、15分毎の間隔となっています。長尾線は、行き違い場
所まで6分、志度線は5分となっていることから、現在の設定となっています。全ての間隔を統一するためには、
車両の導入や行き違うことできる線路用地の確保が必要となることから、早期に実現することが出来ません。
ご理解ください。

2021/04/19 瓦町
水田～元山へ行くときの雑音がものすごくうるさいです。それだけが嫌なので雑音をなくしてくれませんか。もの
すごくうるさいと感じると思います。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに、お申し出箇所の点検を行ったところ、レールと車輪の
摩擦音が発生しておりましたので、曲線区間に専用の油塗りを実施しました。今後も施設の点検整備に努めて
まいります。

2021/04/19 高田

いつも長尾線の電車に楽しく乗っています。今日乗ってみてびっくりしたことは電車ボディに描かれている広告
です。ボディにあるのは収入面から仕方のないことだと思いますが窓にかかる大きい絵？です。窓越しに見る
景色は四季の移ろいゆく街並みなどいつも見る風景は色々楽しみにしていましたが、それを遮られているので
す。残念です。窓にかかるような広告は中止にしてほしいです。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。ことでん各線で様々なラッピング広告電車を運行しておりま
す。デザインの都合上、窓に貼り付けている車両もございますが、車内から外が見える生地を使用する等、一
定の条件を設けております。今後実施するラッピング電車につきましても、ご乗車頂くお客様に車窓をお楽しみ
頂けるようデザインを考慮し、実施してまいります。



2021/04/20 メール 電車利用しておりますが、各駅のトイレについて和式の駅が多くあります。全駅のトイレを洋式にして下さい。
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。

2021/04/20 片原町
片原町を利用していますが、ホームの電灯が昼間もいつも点灯しています。何か理由があるのでしょうか？省
エネの観点からもムダだと思います。

ご意見ありがとうございます。天候の状況に合わせたホームの照明操作が出来ておらず、当該係員に省エネに
努めるよう注意喚起を行いました。今後は、資源の無駄遣いをしないよう、省エネに努めてまいります。

2021/04/20 メール
ホームページの電車の時刻表を印刷しようとしたら小さくて時刻が分からない。前のようなPDFをアップして欲し
いです。

ご意見ありがとうございます。PDF形式はご覧いただく為にPDFビューアが必要なことからホームページでの印
刷用の時刻表を2020年11月28日のダイヤ改正よりPDF形式からウェブブラウザでご覧いただけるHTML形式に
変更しております。なお、時刻表につきましては駅窓口及び車内にて配布をおこなっておりますので、お気軽に
係員までお申し付けください。

2021/04/20 メール

琴電琴平線 高松築港駅○○着の便に関してです。伏石駅より高松築港駅行きの電車に乗りましたが、各駅で
ホームに停車する際、かなり急ブレーキ気味に止まっていました。通勤時で乗車人数も多く、吊り革にも掴まれ
ない状態だったため、停車時に吹っ飛ばされました。特に高松築港駅ではオーバースピードだったのか凄まじ
い急ブレーキで停車しました。その後点検?か何かで2.3分電車に取り残されたままでした。(車内アナウンスも
ありましたが、聞き取れませんでした)急ぐことも大切かと思いますが、安全第一で運転をお願いしたいです。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。 担当運転士には、運転取扱いには細心の注意を払うとともに
安全運転を心掛けるよう注意指導いたしました。ご意見を真摯に受け止め、安全、快適にご利用いただけるよ
う運転技術の向上に努めてまいります。

2021/04/20 メール

4月○日～○日と貴社所有のレトロ電車を使った団体に参加した者です。○日16時30分ごろ長尾線西前田駅
着の列車に友人と乗車した際、私の確認不足で車内に三脚をおいて下車をしてしまいました。 降りた後に気づ
き先の駅まで行くために乗車していた友人に「電車車内に三脚を忘れた」とメールしたところ、たまたま17日夜
の団体に乗務していた車掌さんの列車に私が乗っていたようで親切に、私が友人にメールを送る前に車掌さん
が「西前田で降りた友達に渡してあげて」と三脚を預けていただいてたようです。本来ならば直接お礼を伝えた
いところですが名前がわからずメールでの送信になり大変申し訳ございません。 もしよろしければ当日乗務さ
れていた車掌さんにお礼を伝えていただけませんか? よろしくお願いいたします。最後になりますがまた香川県
を訪問した際にはことでんを利用させていただきます。

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。当該車掌にお申し出内容を伝えたとこ
ろ、当然のことをしただけと謙遜しながらも、とても喜んでおりました。今後もお客様に安心・快適を提供できるよ
うサービス向上に取り組んでまいります。

2021/04/21 メール

○:○の朝の通勤時に乗車しているが、通勤ラッシュで非常に暑苦しい。しかし、扇風機やエアコンはつかない
のは、なぜでしょうか。同日の夕方には扇風機がついていましたが、仮に気温によって扇風機の稼働を決めら
れているのであれば、運用を改正いただきたい。乗車率では、かなり体感温度は暑くなり、さらにコロナ禍であ
るのに換気が非常に悪くなります。乗車率での運転ができない場合はその理由を教えてください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社の車両設備は、暖房と冷房が供用できないため、寒い時
期は暖房で暑い時期は冷房に切替えております。現在は早朝が肌寒い日もあるため暖房のみが使用できる設
定となっておりますが、4月26日より順次、冷房に切替えを予定しております。なお、乗務員は車内に設置してい
る温度計だけに頼らず、混雑率や湿度等も勘案し、扇風機又はファンを使用しておりますが、今後も快適な車
内温度を保てるよう車内温度の管理に努めてまいります。なお、車内温度につきましては、ご遠慮なく乗務員に
お申し付け下さい。

2021/04/21 メール

2021.4.○　○時04分瓦町駅発の琴平線、琴平行きに乗車させていただきました。その際に、5才程の男の子が
乗っていました。一生懸命、手を振っている男の子に、運転手さんが、応えていらしゃっいました。なんとも素敵
な、ほっこりする場面でした。男の子には、とっても素敵な思い出になると思います。長くなりましたが、この運
転手さんのような、素敵な方が、たくさんいますように。。そう、願っております。

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。運転士という仕事は小さなお子様から
特に注目を集める仕事です。お子様が「バイバイ」と手を振ってくれるとほっこりすると同時に子供たちに夢を与
える存在としてのやりがいを感じています。なお、運転操作に影響を及ぼす場合には、対応することが出来ない
場合がございますが、これからもどんどん手を振りまくってください。今後もことでんのご利用よろしくお願い致し
ます。

2021/04/21瓦町志度線口
ことでん電車愛用の者です。（子供の時から）今日は昼頃12：01の琴平線片原町発に乗り遅れ、長尾線に12：
10に乗りましたが乗り換え出来ず。12：11発に間に合わせるようダイヤを考え直して欲しいです。本当に不便に
なりました。

ご意見ありがとうございます。10時～16時までの志度線は30分間隔で運行しておりますので、同じ運行間隔の
琴電琴平行きから、お乗換えができるようダイヤを設定しております。なお、長尾線と志度線では運行間隔の違
いから、お乗換えを考慮したダイヤを設定できません。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2021/04/23 メール

4月○日、瓦町駅発、滝宮行き電車の運転について。一言、「運転が荒すぎる」です。遅れ気味での運行で、回
復したいという気持ちもあると思いますが、1、発進時の加速が強いのか、後部車両の乗客は、左右に大きく揺
れること。2、停車時の制動がスムースではなく、何回かギュッとブレーキをかけて、何度か前のめりになったこ
と。などがあります。今後の技術向上に期待します。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。弊社では、全運転士を対象とした机上教習や定期的な列車添
乗を実施し、運転技術の向上に努めています。今後もお客様が安心・快適にご利用いただけるよう指導教育し
てまいります。

2021/04/23 メール

新型コロナウイルス感染が完全に落ちついていない状況があっていて、緊急事態宣言が近畿地方1府2県の大
阪府、京都府、兵庫県、関東地方の東京都にまん延防止が出されていて、来月5月1日(土)・2日(日)・3日(月・
祝)のゴールデンウィーク期間中のことでんイベントが実施されている琴電レトロ列車特別運行と開催予定があ
る最後の琴電1000形120号、琴電3000形300号の旧型車が現役引退されますので、さようなら運転は、緊急事
態宣言が解除されていた時の延期は、どうなりますか!

ご意見ありがとうございます。イベントの開催については、感染状況を踏まえ可否を決定します。

2021/04/23 瓦町
なんで27℃くらいなのに暖房をかけているのですか？20℃を超えたら扇風機をかけること。それでもダメなら温
度計を設置する事。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗務員は車内温度計を確認すると共に乗車率及び湿度等も
勘案しながら温度調節を行っております。なお、現在は気候的にも窓を開けることで適切な車内温度を保つこと
が可能なため、予め車内の窓を開ける箇所を増やすよう社員周知しました。今後もお客さまに快適にご利用い
ただけるよう努めてまいります。

2021/04/26 メール
以前夜中の無人の駅でベトナム人がNiziUの音楽を鳴らしながら縄跳びダンスをしていて非常に危なかったで
す。注意しましたが私は不快でした。夜中の無人の駅では縄跳びダンスはしないようにと注意書きをしてほしい
です。

ご不快な思いをおかけし申し訳ございません。お申出いただきました内容を調査いたしましたが、事実関係の
特定には至りませんでした。迷惑行為等を発見した場合は、対応してまいりますので、係員までお申し付けくだ
さい。



2021/04/26 メール

ご多用中に失礼いたします。HPで琴平線の「電車営業キロ程表」を見つけましたが、残念ながらキロ単位に
なっています。恐れ入りますが、各駅相互間の営業キロを0.1km単位でご教示いただけませんでしょうか。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。弊社の営業キロは、1キロ単位でご案内させていただいております。ご理解くださ
い。

2021/04/26 メール

先日、伊予鉄の郊外電車に乗る機会があったのですが、松山市駅を発車するときは、毎回、必ず車掌が「この
車両の運転手は○○、車掌は○○。安全運行に努めます。よろしくお願いします。」と、駅に着くときは、どの駅
でも必ず「○○駅です。ありがとうございました。」と、聞いててとても気持ちのいいアナウンスをされていまし
た。同じ四国の私鉄として、ことでんでも実践してみてはどうでしょうか?イメージが変わると思いますよ。

ご意見ありがとうございます。弊社ではネームプレートを車内に掲出することで、乗務員に安全とサービスに対
する意識付けを図っております。なお、車内放送については、お客さまが快適にご利用いただけるよう、マナー
に関する車内放送に尽力しており、今後もお客さまへの感謝をお伝え出来るよう、丁寧で心のこもった車内放
送に取り組んでまいります。

2021/04/26 高田 学校の時間と電車の時間を合わせてほしいです。最低1時間4本ほしいです。
ご意見ありがとうございます。朝のラッシュ時間帯は、弊社の保有する全ての車両を運用し、最大限の運行本
数を設定しています。夕方の時間帯は、3.7～43.2％の乗車率となっており、現在のご利用状況では運行経費を
確保することが出来ない為、今以上の増便は出来ません。お客様のご理解をお願い申し上げます。

2021/04/26 メール
円座駅について、改修できないか？老朽化もあり、治安的にも綺麗にしてほしい。一宮駅や仏生山駅程度に
は、お願いしたい。

ご不便をおかけしております。駅舎の老朽化については、弊社も認識しています。近い将来建て替えが必要と
考えますが、多額の費用を必要としますので早期の建て替えは難しいものと考えます。ご理解ください。

2021/04/27 メール

栗林公園駅の少し南にある、小さな信号機のようなものはなんでしょうか?何をするためのものでしょうか?あな
たの街にあるもの、というお題で宿題が出ていて、いつも見ているこれを書きたいのですが、なんなのか、何を
するためのものなのか、を知りたいです。写真を送りたいのですが、こちらからは難しいようです。あまり高さは
なく、黄色の矢のようなものな付いていて、四方向に信号機のような目があります。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。高松築港駅から栗林公園駅までは電車と電車が行き違うことできるように線路が
2本になっていますが、栗林公園駅から三条駅までは、線路が1本になっています。駅の南側にある信号のよう
なものは、発条転てつ器標識（はつじょうてんてつきひょうしき）というものです。この標識は、線路の数を電車
の運転士に知らせているもので、正しく向いているときは青色の看板と青色に光ります。正しく向いていないと
きは黄色の看板と黄色に光り、運転士がわかるようになっています。あわせて栗林公園駅からと三条駅からの
どちらからも電車の運転士がわかるよう四方向の信号機のような目になっています。電車の運転士はお客さま
を無事に目的地までお送りするため、信号機やこのような標識をひとつひとつ確認しながら運転しています。

2021/04/27 メール

通勤で利用させて頂いています。コロナ感染予防の為、密を避けて、早起きして。午前7時20分発の栗林公園
駅から乗車していますが、最近、何度か、乗降が前後に2つしかない、車両が配置されています。全く不便で
す。乗降口付近には、次の瓦町駅で降りる乗客が多く、乗降に時間が掛かる上、乗客同士が、押し合い状態と
なり、密な空間になります。更に、乗降口付近の吊革も不十分で、安心して乗車できません。通勤時間帯に配
置する車両とは、不適格と思いますが、ご一考頂けませんでしょうか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。朝のラッシュ時間帯は、乗降口付近が混雑するため、お客様
には車内の中ほどへお進みいただけるようご案内しております。今後もお客様が積極的に奥に詰めていただけ
るよう車内放送による呼びかけを行い、通勤環境の改善に取り組んでまいります。なお、吊り革の増設につきま
しては、車両の構造上、強度不足となるため、安全に取り付けることが出来ません。ご理解ください。

2021/04/27 メール
花園駅の標記物が無かったので、駅を通り過ぎて南の方まで無駄足を踏んでしまった。近くに居合わせた女性
も同じような事を言っていたとの苦情を頂く。申し出の男性から、電柱とか近くに新たな標記をするよう今後の琴
電の対応を迫られた。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。花園駅は、駅前道路に駅の案内看板の設置が無く、駅の場所
が確認しづらかったため、2021年4月30日に駐輪場入口付近に駅案内板を設置しました。

2021/04/27 メール
4月18日は私の42歳の誕生日です。ゴールデンウィークが近くなりましたが元気で動かしていますか？誕生日
プレゼントとしてグッズや時刻表を送ってください。楽しみにしています。また、利用します。コロナ真っ最中です
がお元気でお過ごしください。

ご意見ありがとうございます。お申し出のグッズの贈答などは致しておりません。ご理解ください。グッズのお求
めは弊社のネットショップの「ことでんショップ」や高松築港駅、瓦町駅、片原町駅、琴電琴平駅で販売している
他、各店舗様でもお取り扱いしております。是非、お買い求めくださいますようお願い申し上げます。
【香川県内】
・かがわ物産館　栗林庵
・四国ショップ88
・高松空港内　おさかなショップ
・屋島ドライブウェイ直営　山上売店
・高松グランドカントリークラブ　売店
【東京】
・書泉グランデ（神田神保町）　6階
・書泉ブックタワー（神田佐久間町）　5階

2021/04/28 琴電琴平
トゥレット症音声チックと思われる乗客に車掌が静かに出来ないなら出て行ってもらう、次の駅で降りてもらうと
言っていた。社会福祉学部に通う学生としてこの行為、発言はどうかと思った。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には今回の不適切な対応について厳重注意を行う
と共に障害のあるお客様への対応について再教育いたしました。なお、今後もおからだの不自由なお客様が安
心して快適にご利用いただけるよう執務態度の向上に努めてまいります。

2021/04/28 メール
琴平線、太田中学校の近くの踏切のない線路に低いフェンスがあり、小中学生が毎日何人もフェンスを飛び越
えていて大変危ないので、何か対策を取ってもらえないか。場所は、太田中学校の東門から真東に行ったとこ
ろの複線の線路、家と家の通路になっているところ。

ご連絡ありがとうございました。お申し出の箇所は、フェンスより低く扉を設置しておりましたので、チェーンの設
置と立入禁止の看板を設置致しました。あわせて、沿線の学校に連絡し、注意喚起をお願い致しました。

2021/04/28 一宮
今日（4月○日）○：○発の築港行きに乗ったけど乗務員がトゥレット症音声チックについて理解が無さすぎるよ
うに感じた。発達障害についての教育を乗務員に徹底してほしい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該車掌には今回の不適切な対応について厳重注意を行う
と共に障害のあるお客様への対応について再教育いたしました。なお、今後もおからだの不自由なお客様が安
心して快適にご利用いただけるよう執務態度の向上に努めてまいります。


