
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

2021/05/17 メール
5月○日 元山駅から○時○分 高松築港行きに乗車しました。先頭車両の一番前右側(座席のない所)の窓に
大量のハエがいました。客室の清掃や点検はしているのでしょうか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車内清掃については、始発前の点検作業時や停車時分があ
る終着駅において実施しています。現在、新型コロナウイルス感染症対策として雨天時以外は窓を開けて運行
しているため、走行中には車内に虫が入りやすくなっています。車内の汚れや気になった点などございました
ら、ご遠慮なく乗務員までお申し付けください。

2021/05/17 メール

換気のために窓を開けようとしたが、硬くて開きませんでした。開かない箇所がこれまでもありました。コロナも
増えており、蔓延防止重点措置も検討になっているのだから、しっかり換気して安心して乗れるようにしてほし
い。エアコンでは室内気が循環するだけなので、夏は暑いですが、窓は開けてほしい。職員も感染しています
が、措置が適応になった場合は、流行地域の駅員のように車掌運転手もフェイスガードの対応などもしたほう
がいいのではないですか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。点検したところ、数枚の開きにくい窓がありましたので、修理
いたしました。引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、車内換気できるよう窓の開閉点検を行ってまい
ります。なお、電車内ではマスクの着用と会話は控えめにしていただけますようご理解・ご協力をお願い致しま
す。

2021/05/17 メール
琴平行きに乗ったが、ヤッターマンがデザインされた電車のマイクの音質が悪い。車掌に伝えて音量上げても
らったがスピーカーが悪いのか、変わらず… 点検くらいして欲しい…乗り過ごしてしまう。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちにお申出いただきました車両を点検し、聞こえづらかった
1201-1202号車の放送機器について整備いたしました。今後も4日に一度の入庫の際に点検を行い、聞き取り
やすい車内放送の提供に努めてまいります。

2021/05/17 滝宮
高松築港16：30発の琴電琴平行きの電車が非常に混雑している。（特に瓦町～円座）現在、香川県独自の警
戒レベルが最高になっており、混雑緩和だけでなく密を避けるという観点からも電車を4両編成にしていただき
たい。

ご意見ありがとうございます。車両運用につきましては、ご利用状況の調査をもとに設定しております。お申出
をいただきました時間の乗車率を調査したところ、39.7％でした。密を回避する目安として概ね80％以上の乗車
率となる電車については、4両編成を設定しています。今後も新型コロナウイルス感染症対策して、定期的な車
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に努めてまいりますので、お客様のご理解・
ご協力をお願い申し上げます。

2021/05/17 メール
栗林公園駅の多目的トイレに現在小さいフックとハンガーは備えているが大きな荷物（ハンドバックなど）置ける
台を設置してもらえないか。

ご意見ありがとうございます。2021年5月17日に多機能トイレ内へ荷物置きを設置しました。今後もきめ細かな
施設点検を行い、お客様が快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

2021/05/17 片原町 インクが無くて書きたいことが書けない。
ご不便をおかけして申し訳ございません。2021年5月17日に片原町駅のボールペンを交換いたしました。お困り
の点などございましたら、係員までお申し付けください。

2021/05/17 片原町
片原町駅の運賃表で高松築港駅のナンバーが「N00/N00」となっていますが、「N00/K00」の間違いではないで
すか。

ご指摘いただきましてありがとうございます。お申し出がありましたように片原町駅の運賃表の高松築港駅ナン
バリングに誤表記があったため、直ちに訂正するとともに全駅の運賃表の点検を実施いたしました。今後はこ
のようなことがないよう細心の注意を払い再発防止に努めてまいります。

2021/05/17 潟元

一昨年、琴平線の貸切運行で長尾線の601×602と613×614号が走っていました。今まで琴平線の貸切運行
で長尾線の1215×1216・1253×1254・1255×1256・1303×1304・1305×1306・1307×1308号が走っていまし
た。琴平線の貸切運行で長尾線の601×602・613×614・1301×1302号（お～いお茶）を琴平線で運行は可能
ですか？

お問合せありがとうございます。貸切電車は、現在、新型コロナウイルス感染拡大により受付を一時停止してお
ります。なお、使用車両につきましては長尾線車両の使用には一部、運行区間等の制限がございますが、ラッ
ピング車両を含む全ての車両をご利用いただけますので、受付再開の折には是非、貸切電車をご用命ください
ますようお願い申し上げます。詳細につきましてはホームページ
https://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/chartered/index.htmlをご確認ください。

2021/05/17 潟元

今まで長尾線の貸切運行で琴平線の603×604・1071×1072・1203×1204号（ことちゃんひやく号）が走ってい
ました。長尾線の貸切運行で琴平線の605×606・1073×1074・1201×1202（四国電力グループヤッターマン）・
1203×1204（四国電力グループ四国計測工業）・1205×1206（しあわせさんこんぴらさん号）・1211×1212（情
熱の赤い電車）号を長尾線で運行は可能ですか？

お問合せありがとうございます。貸切電車は、現在、新型コロナウイルス感染拡大により受付を一時停止してお
ります。なお、使用車両につきましてはラッピング車両を含む全ての車両をご利用いただけますので、受付再開
の折には是非、貸切電車をご用命くださいますようお願い申し上げます。詳細につきましてはホームページ
https://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/chartered/index.htmlをご確認ください。

2021/05/17 瓦町

5月○日（○）○：○発大町行きに乗車しようとしたところ、案内板が「次の大町行きは⑤番線から発車します」に
なっていた。いつもは大町行きは④番線なのに、なぜ⑤番線？と思いつつ⑤番線の電車の座席に座っていた
ら、車掌のアナウンスが隣の車両からかすかに聞こえてきた。するとすぐ④番線の電車のドアが閉まる音が聞
こえてきた。すぐ④番線のところへ走っていったがドアを開けてくれなかった。間に合うのに！ホームに立ってい
た駅員に「立看板は大町行きは⑤番線になっていたじゃないですか」と言うと、「あ、間違ってました。すみませ
～ん。でも放送したでしょ」と悪びれもせず、自分を正当化するような言い訳をして、客を軽く扱う態度。まるで放
送を聞かなかったのはあんただろ。と言っているようで、ものすごく腹が立った。ミスに気づいた時点で⑤番線
の電車に座っている人に「大町行きは④番線です。表示が間違っていてすみません」という一言、車内アナウン
スか、車両に入って伝えるか、なぜ出来なかった（しなかった）のか？間違った時点で最善を尽くすべきだし他
にも⑤番線の電車の中にも間違っている人がいたかも。後から抗議している人がいました。当たり前のことだが
行き先の立看板の表示の「大町」「志度」を指さし、声出し、2度確認することはしてほしい。電車の行き先も確認
してほしい。以前にも列車の前後についている行き先表示の「大町」「志度」が間違っていて乗り遅れた。志度
線瓦町駅に「先発・次発・〇番線、行き先」の電光掲示板を設置できないものか。基本的な仕事ができる、接客
がきちんとできる社員教育を図ってほしい。

ご不快な思いをおかけしまして大変申し訳ございません。該当駅係員には、案内表示の大事さをあらためて認
識させ、確認の励行を行い、常にお客様の立場に立った接客を行うよう厳しく注意指導致しました。また、言葉
づかいなどの接客に関しては定期的な研修等で指導してまいります。今回の件を駅係員一人一人が真摯に受
けとめ、今後もお客様に対して丁寧で思いやりのある接客に努めてまいります。



2021/05/18 瓦町 水田駅のエレベーターの屋外側のボタンが３月頃から壊れたままです。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。2021年5月20日に修理いたしました。また、お申し出の押しボタン
については、イタズラと思われる破損もございますので、不審者や悪質な行為を発見した場合には、下記の連
絡先まで通報下さい。高松琴平電気鉄道㈱　運転営業所　087-831-6008

2021/05/18 高松築港 コロナ対策と言ってもゴミ箱を使えなくするのは問題だと思う。一部でも良いから使えるようにしてほしい。

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しています。感染拡大の防止にご
理解とご協力をお願い致します。

2021/05/18 高松築港
いつも水田駅を朝利用している者です。毎日のようにゴミがおちてます。しかもエレベーターボタンは外れてい
ますよね？なぜ放置なさるのでしょうか？それに有人駅にすべきでもありますが？人が見てないのにゴミが落
ちてる時が多い。自販機はだれが置いていますか？かげになっています。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。水田駅1Fエレベーターの押しボタンが破損していたため、修
理手配し2021年5月22日に修理が完了しました。なお、水田駅の自動販売機は、ことでんが管理しており、計4
台を設置しております。現在、新型コロナウイルス対策として、駅のごみ箱を使用中止にしておりますが、自動
販売機（飲料水）のリサイクルBOXにつきましては、ご利用いただけますので、駅の美化にご協力くださいます
ようお願い申し上げます。今後も係員による定期的な点検清掃を行い、駅の美化に努めてまいります。

京都からの転勤で、高松市内で在勤している者です。通勤のため利用しています。京都で利用していた路線と
比べていろいろ驚かされることが多く、枚挙に暇が無いほどですが、その中からいくつかお利用者≒旅客輸送
サービスの対価として運賃を支払っているお客様の立場よりその意見として投書します。田舎の人間の個人の
マナーと言ってしまえばそれまでですが、降車を待たずに乗車しようとする人があまりにも多いです。都会でこ
れをやると当然激しいトラブルになります。普通に不愉快です。安全運行上多少なり問題もあると思います。見
る限りせいぜいドア付近の張り紙するか、どうして方言か分かりませんが、車内広告を掲示する程度で何度か
は、どうにかした方が良い旨を伝えましたが、その後、見る限り駅員も積極的には啓発を行って改善しようとす
るようにも見受けられません。例えば混雑時だけでも構内アナウンスをするとか、お金をかけずに簡単に出来
ることはいくつかあると思いますが…。主に片原町駅で降車です。自動改札機が通れません。朝の混雑時のこ
とです。自動改札機が3レーンあって、すべて双方向通過が許可認定されています。混雑時のことですから全て
のレーンは降車客の通過で埋まります。それを待つ結果、目の前で電車が行ってしまうことも何回かありまし
た。公共交通機関ですから、利用者は定時運行を前提として行動すべきとの理解はあります。不可解なのは対
応の差です。混雑時は改札横の窓口で乗車が出来るという案内があったので、2回目にそのようにお願いした
際に、「乗車です」と伝えたうえでICカードを提示すると、やや年配の駅員に「なんですか」と言われました。「な
んですか」とはどういう言い草でしょうか。お尋ねしたいです。「混雑する時間帯だからこそ、1レーンの乗車設定
にしてはいかがですか。どうしてそのようにしないのですか」と聞いたところ「そういうことです、そういうことです
から」というような物言いがありました。答えになっていません。「そういうことです」とはどういうことでしょうか。
お聞きしたいです。中年の女性駅員。一方、改札に近くに立ち、乗車とみかけると、通過出来るように降車客の
流れを止めてくれた若い女性駅員の方もいます。悲しいことに普通のことが行き届いているお感じられるのが、
おたくの鉄道のサービスレベルと思った方がいいです。いずれも片原町駅です。5月○日（火）長尾線上り片原
町駅○：○発もしくは○：○発、正確には発車時刻間際か超えていたと思います。扉が閉まりかけていたので、
電車に駆け寄って車掌に乗ります、のつもりで手を挙げて合図を送ったところ、開扉されたので乗車しようとした
ところ警笛を数回鳴らされました。言い方は悪いですが、人によっては威嚇とも感じられる程の鳴らし方と思い
ます。車掌の○○さんにお聞きしたいのですが、何か意図があって鳴らされたのですか。驚いてあなたの顔を
しばし見入ったものです。覚えておいででしょう。それで、あれはどういった意味だったのでしょうか。もそ、なん
らかの警告であれば、シチュエーションからしてそうだったとしか理解できませんが、それであれば、そもそも定
時安全運行を原則とするのであれば乗車させなければよいと思います。この私鉄は利用する上で、乗務員、特
に駅員の対応が時としてぞんざいで、傲慢的なので能動的に不愉快にされることがあまりに多いです。当然、
労働者として自分の職場環境の改善や労働条件の向上のために活動することは権利としてあるわけですか
ら、春闘のバッジを付けて業務されるのは結構です。ただし、都心と違って、すでに大量の旅客輸送の目的を
持たない地方の公共交通機関が存続したいのであれば自ずともう少し細かいメッシュで利用者の満足度や利
便性を向上していくように、まじめに考えようとすると思うのですが、色々拝見する限り、これは感想ですが、経
営者が好きなのだと思いますが、奇をてらった小手先のようなことが目につきます。社員も働いている自分たち
のことも大事でしょうが、まずお客様あってこそいただける毎日のご飯だとは思いませんか。そちらの経営者が
何かのインタビューで、公共交通インフラが持つ役割として、企業存続して（経営を続けて？）いくためには、公
的資金の投入も必要と言った旨の話をされていたのを見かけたことがあります。事実と異なっていたら申し訳あ
りません。ですが、広義には公共性が強いというだけで、これが曲者ですが、あくまで私企業ですから、特に一
度経営破綻したにも関わらず、社員教育もままならない会社に、逆に公共性が強いからこそ、公的資金を注入
してまで存続させる意義や存在価値はないと思います。もう一度、思う存分経営破綻されてみてはいかがでしょ
う。無くなっても個人の日常生活において利便性が損なわれることはありませんので。

不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。当該乗務員及び駅係員にお客様の申し出事項を伝え
たところ、お客様に配慮が不足したと反省の弁があり、厳重に注意指導を行いました。今回のご指摘を真摯に
受け止め、社員一人一人が全てのお客様に満足していただける接客対応及びサービスの提供に努めてまいり

ます。

片原町2021/05/17



2021/05/18 今橋
ゴミ箱入れはコロナ対策として先日より封鎖されていますが、早く解除してほしい。1,公共施設にて、この様な例
は今はほとんどない。2,乗客サービスとして開けるべき。3,駅員さんの居ない駅のホーム脇に缶、ビンが捨てら
れている。美化の為に捨てようとしても出来ない。4,小さいことだが乗客への心使いと思う。

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しています。感染拡大の防止にご
理解とご協力をお願い致します。なお、自動販売機（飲料水）のリサイクルBOXにつきましては、ご利用いただ
けますので、駅の美化にご協力くださいますようお願い申し上げます。

2021/05/19 空港通り 空港通りのトイレ汚い

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。無人駅のトイレ清掃につきましては、3日毎の点検清掃となっ
ています。お申出日の前日の点検では、異常はありませんでしたが、床面等が汚れていたため、直ちに清掃を
実施いたしました。今後もお客様が気持ちよくご利用して頂けるよう定期的に駅施設の清掃点検を行ってまいり
ますが、お気づきの点などございましたら、乗務員やことでん運転営業所087-831-6008までご連絡ください。

2021/05/20 メール

ことでん玉藻パーキングの北の電信柱(茶色い金属の箱があるマンション側)の下でタバコを吸う人がいます。
中央通りの第一生命ビルから複数人がわざわざ道路を渡って1日に何度も吸いにきているので、対策をしてい
ただけないかとお願いしたところ看板(掲示?)をつけると返答してくださいました。一年以上経っても何も変わっ
てなかったので再度問い合わせると、また同じ返答が返って来ました。それからさらに数ヶ月経っていますが、
未だに変化はありません。どうなっているのでしょうか?やるつもりがないなら最初から期待をさせないでいただ
きたいです。

この度は、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。2021年5月25日（火）に駐車場の内側と外側に改めて
注意喚起の張り紙を掲出致しました。高松市の喫煙禁止区域内でもありますので、今後も注意喚起に努めて
参ります。

2021/05/20 瓦町
円座駅にて数年前からずっと感じていたが、狭い駅に古い造花がずっと吊るしてある。ホコリもするし、品もよく
ない。近隣の人が置くのだろうか。キレイと思うのだろうか？ことでんは許可しているのだろうか？コロナの今、
清潔感を保つためにも撤去された方が…。同じ狭さの伏石駅はシンプルで清々しい。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。円座駅の造花提供者様は、駅の環境美化奉仕活動を行い、
清潔で明るい駅のイメージづくりに貢献をされていました。お客様のご意見をいただき、造花の状況を確認した
ところ、劣化していたため撤去致しました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/05/21 高松築港

いつもお世話になっております。私は、内部疾患を抱えており、薬の副作用でめまいや立ち眩み（特に朝）があ
ります。障がい者手帳ももちろん所持しています。できれば朝のアナウンスでヘルプマーク（赤い札）の案内を
強くしてほしいです。車内のポスターを大きくしてほしいです。優先席なのにスマホでゲームをしている人など
「開いているから座る」ただそれだけで後からその席を必要とする人が乗ってくるなんて思ってもないことが悲し
いです。優先席が多い車両でしたが、ヘルプマークをつけていても座れなかった。車内で立ち眩みのある時は
しゃがみ込むしかなく、とても困っています。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。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。今後も引き続き、車内放送の頻度を上げる
など、お客様に乗車マナーのご協力を依頼してまいります。なお、お困りの際には、乗務員までお申し付けくだ
さい。

2021/05/24 メール
5月○日のことでん琴平線、栗林公園○:○発高松築港行の電車、最後部乗務運転室のドア(進行方向に向
かって右側)、空いたまま?どうなのか?JR栗林駅の高架の上から見ていたが、サイドの黄色の帯が乗務員室の
ドアのところで切れていたから、おそらく、開いたままで運転していた思われる。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。事実関係を調査したところ、乗務員室の扉が一時的に開いて
おりました。車掌が気づき直ちに扉を閉め、鎖錠いたしました。お客様のご利用できる箇所では無いものの再
発防止と安全の確保に努めてまいります。

2021/05/24 メール

普段、通勤で琴電を利用いています。前回は苦情を書いたのですが、今回は地元のローカル線として、良い事
として書かせて頂きます。月曜日の朝、高松築港駅に到着前、「この後も、最終の目的地まで、ご安全に」のよ
うなアナウンスをしていますが、これはローカル線の良い事だと思います。これまで大阪や東京では、聞いた事
が無いので、これからも続けて下さい。琴電を応援しています。

温かいお言葉ありがとうございます。社員の業務の励みになります。今後も社員一人一人が気配りのある丁寧
な放送を心掛け、車内放送のレベルアップに取り組んでまいります。

2021/05/24 メール
グリーンIrucaについてお尋ねします。ことでんグループ以外の電車に乗るとき、自動改札を通過できますか、そ
こに会社に障害者割引制度があるとき自動で割り引かれますか

ご意見ありがとうございます。IruCa乗車券をご利用いただける鉄道会社は、ことでんのみです。他の鉄道会社
では、ご利用できないため、ご注意ください。

2021/05/24 メール

車掌のアナウンスが聴こえ辛い時があります。車掌の声が小さかったり、滑舌の問題だけではありません。列
車の走行音等、あらゆる原因があります。普段使ってる人なら車窓からの景色で何となく場所が分かると思い
ますが、滅多に乗らない人、観光客には次の駅や乗換案内が伝わり難いと思います。液晶ディスプレイを車内
に設置し、次の駅を表示したり、お知らせや乗換案内を表示したりしてはどうでしょうか?

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌には、発車前や走行中に確認し、適切な音量で分かりや
すい放送を行うよう指導しておりますが、新型コロナウイルス感染対策のために車窓を開けているため、アナウ
ンスが聞こえにくい場合がございます。引き続き、走行中の確認を徹底するよう指導してまいります。なお、液
晶ディスプレイの設置につきましては、多額の費用が必要となることから、今後の車両導入時の参考にさせて
いただきます。

2021/05/24 メール

5/○ ○:○琴電琴平駅で障がい者が切符の購入方法がわからず、駅員は休憩中のために聞くことができな
かった。とりあえずSuicaで入場をしたところ、駅員が出てきたので障がい者減免の方法を聞いたらSuicaの処理
はできた。その際に子供用の切符を購入して再度入場したらいいとのことだったので、切符を購入したのだが
誤って大人用を購入してしまい、電車の発車時間が近いため、再度休憩中の窓をノックして払い戻しをお願い
したところ、その駅員が出てきて、こちらが切符を渡して部屋に入るなり『死ね!』との大声がこっちまで聞こえた。
その後、切符代を持って出てきた該当駅員に『いま死ねって言いましたよね』と問いかけたが、あれは中にいた
運転手に言った言葉と言われて誤魔化された。だが状況から明らかにこちらに向かって言った言葉であると思
われる。客に死ねって言うことは言語道断ありえない。たしかに間違えて買ってしまって迷惑をかけた。そして
休憩中だったのかもしれないが、この言葉はありえない。百歩譲って運転手に言ったとしても駅舎内で客に聞こ
える声で死ねって言うことも通常はありえないです。行きは瓦町では窓口で切符はスムーズに購入できたので
同じように買えるものかと思って窓口に行ったら休憩中。観光地の駅として、窓口の対応ができないことも信じ
られない。当該駅員の名前はバッチなどなかったと思われるので確認していないが、特定はできるはず。そちら
で事実確認をしていただきたい。そして謝罪すべきことが有れば、謝罪をしていただきたい。まさかとは思うが
障がい者だからそのような言葉を発したのかもと邪推してします。こんなことだとしたら根が深い差別的な要素
もあるのでは。公共交通機関としてあまりにも酷い言葉だと思う。必ず返信をしてください。

先日は、電車をご利用いただいた際には、駅係員の大変失礼な言動がありましたこと、深くお詫び申し上げま
す。誠に申し訳ございません。当該駅員は、お客様に大変ご不快な思いをおかけしたことを深く反省しており、
担当駅員の者には厳しく言い聞かせましたので、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。なお、いただきました
ご意見はデータベース化し情報を全社で共有しています。また、月次で開催される『サービス改善推進委員会』
で討議し、具体的な改善策を講じるとともにホームページと駅に設置する掲示板において、ご意見と回答を公
表いたします。今後はこのような不手際のないよう、社員のマナー向上に努めてまいります。



2021/05/24瓦町志度線口
自販機でキレートのスパークショットを買おうとしたらキレートの「UP」が出てきます。缶の展示と出てくるものを
一致させてください。

この度はご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。直ちに現地へ赴き、お客様のお申し出内容を確認致しま
した。　該当の飲料ベンダーに連絡をし、既に対応いただいております。今後、この様なことが起こらないよう、
充分に気を付けてまいります。今後ともご利用宜しくお願い致します。

2021/05/25 瓦町

2年間続けて2つ質問しましたが、この件について回答をいただけないのはどうしてでしょうか？（社長様からの
回答を希望します）①ことでんの従業員の方は何％の方が電車を利用して通勤されていますか？（30分以上、
1時間以上の方は何％）②毎年、夏時期（今年は5月連休明け）の冷房温度が寒すぎ。私は1日にことでんに往
復3時間以上乗っています。寒くて、寒くて少しでも寒くない場所を選んで座っていますが苦痛です。一度、社長
様及び管理職の方、2路線を続けて数日体験してください。降りる頃には関節やお腹が痛くなることがありま
す。必ず回答を希望します。（２回、回答をいただけなかった理由も）

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様から頂戴したご意見は、月次で開催される『サービス改
善推進委員会』で討議し、具体的な改善策を講じるとともにホームページと駅に設置する掲示板において、原
則として全数回答・公表するように努めています。なお、弊社の乗務員は、シフト勤務となっており始発前の出
勤や終電後に退勤する場合があることから、従業員の電車通勤の割合をお示しすることが出来ません。ご理解
ください。また、車内の空調につきましては、乗務員が直接、車内に入り体感により確認するほか、車内に設置
の温度計を確認して、空調管理を行っています。季節の変わり目やお客様の体感よって難しいところはありま
すが、快適な車内温度の提供に努めてまいります。なお、車内が暑いときや寒い時などは、ご遠慮なく乗務員
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致します。

2021/05/25 瓦町

このコロナの中、琴平線瓦町○：○発年配の女性、志度線琴電志度○：○発で中年の男性2名が昨年のコロナ
～今まで1度もマスクを着用せず乗車。常識を外れていると思われます。1度、声掛けをして下さい。見て見ぬ
ふりは周りのお客様に迷惑です。6/1～志度乗り換えの歩く歩道が使用中止（節電の為？）朝は混雑している
上に通路に人が倍になると思うともっと密が発生します。朝晩だけでも稼働してはどうでしょうか？これを中止
にするなら冷房温度の調整を強く希望します。琴平線の揺れどうにかなりませんか？特に接続部のシルバー
シートのあたり席が開いていると座りますが揺れ過ぎて気分が悪くなります。時々、片原町駅を利用したとき、
いつもトイレの床がビチョビチョ。水を撒いて清掃したならきちんと拭き取ってほしいです。志度線で運転士さん
と車掌さんが乗り換えの時、全速力で走る方がいます。危ないので止めてください。琴平線18：30～20：00位。
半分くらいから車掌さん2人が必要以上に移動するのですがどうしてでしょうか？目ざわりで気になります、朝
は1度も来ないのに…。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌は、片道に1回以上、感染症の防止対策の車内放送を実
施するよう指導しております。今後も車内の状況を確認し、車内放送の頻度を上げて、マスクの着用をお願いし
てまいります。志度線への連絡通路の動く歩道は節電の為、停止していますが、動く歩道はご通行いただけま
す。なお、駅構内エアコンの設定温度は24℃～25℃に設定しています。各線の軌道は、計画を立てて保守点
検を実施おり、今後も引き続き点検と修繕を行ってまいります。片原町駅のトイレの清掃方法について、見直し
致しました。乗務員のホームの移動について、お客様の安全を考慮し行動するよう周知いたしました。集札業
務を行うため車掌は車内移動を行っています。研修中の場合に2名の車掌が乗務し、業務を行う場合がござい
ます。ご理解ください。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/05/26 片原町

片原町駅の2番ホームにある広告看板のことで投書します。令和2年8月初旬に、片原町駅の駅員さんに「いの
した歯科は令和元年6月30日で閉院しているので、広告看板は外した方が良い」と話しました。駅員さんは「広
告看板は1か月単位なので8月末に外します」と言って下さったのですが、9か月たった今でもそのままです。駅
員さんが言ったことは嘘でしょうか？いのした歯科の院長の井下俊夫先生は令和2年1月2日に亡くなっていま
す。看板を外したことが確認できるまでまた投書します。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様からのお申出に対し、迅速な対応が行えておらず、重
ねてお詫び申し上げます。なお、広告看板は、2021年5月27日に撤去いたしました。今後もことでんのご利用よ
ろしくお願い致します。

2021/05/26 潟元
6月1日よりトラベーターの利用停止になると書いてあったのでびっくりしています。お年寄りや体の不自由な
方々にはトラベーターが無いと困ります。利用時間を限定してでも運行を継続してください。説電という事は分
かりますが、何でもかんでも節約や経費削減は反対です。

トラベーターの利用停止によりご不便をおかけいたします。トラベーターは、お客様のサービス向上を目的に運
用してまいりましたが、新型コロナウイルスの影響により、維持管理費用を捻出することが難しくなり2021年6月
1日から利用を停止にしました。運行本数の削減によるサービス低下とならないよう経費の削減等に取り組んで
まいりますので、お客様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

2021/05/26 潟元 駅でナイキの服を着た人がずっと1人で踊っていました。怖いので至急対応お願いします。
ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。志度線の調査や巡視を実施しましたが、ご指摘いただきまし
た迷惑行為は確認できませんでした。お気づきの点等ございましたら、速やかに運転営業所087-831-6008ま
でご連絡ください。関係機関と連携して対応致します。

2021/05/26 潟元

定刻の5分くらい前にアナウンスがあり「4分程度電車が遅れる」との内容だったと思います。たまたまスピー
カーの近くを通っていたのでなんとなく分かりましたが、定刻になっても過ぎても電車が来るまでアナウンスあり
ませんでした。5分前に一度それも一度しか言わず復唱も無かったです。5分前にホームにいたのは2～3人で、
実際その電車には10人以上の人が乗りました。定刻のころにもう一度アナウンスしてほしいです。ほとんどの
人が何故遅れていたのか知りません。特に古高松駅のっスピーカーは東に向いているのが1つだと思います
が、スピーカーの東のホームは短く、ほとんどの人が西側にいますのでアナウンスがあっても西側の人には全
く聞こえません。以前から思っていましたが、どうにかなりませんか？無人駅にするのにはそれなりの配慮が欲
しいです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の通り古高松駅は、1箇所のスピーカーであったため、増設し
改善を図りました。なお、異常時には、5分毎を目安に駅一斉放送装置による運行情報の提供を行っています。
今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/05/26 潟元

いつも通勤に利用させていただいております。6月より節電の為トラベーターを停止するとのこと。私は早出の
時に潟元7：48→瓦町8：00→瓦町8：04（琴電琴平）をよく利用します。4月のダイヤ改正で乗り継ぎが4分、実質
は8：04に到着するので3.5分でしょうか…。体調が悪いとゆっくり歩いて。以前エレベーターを利用した際に間に
合わずタクシーを利用したことから階段を利用するようになりました。乗り継ぎ時間をあと2、3分といったところ
改善できないでしょうか？また、トラベーターが止まる間はその上も歩かせてほしいです。朝は人が多いので。

ご意見ありがとうございます。2021年6月1日より、瓦町駅のトラベータ―を節電の為、停止いたしますが、停止
後もトラベータ―上をご通行いただけます。なお、お申し出の時間の志度線から琴平線への乗り継ぎは運行間
隔の違いから、早期の改善は困難ですが、次回ダイヤ改正時の参考とさせていただきます。

2021/05/26 潟元

仕事帰りの4時～5時前後の電車を利用しておりますが、車掌さんのアナウンスが全く聞き取れません。いつも
利用しているので聞こえなくても良いのですが、たまに利用する人や初めての人は困ると思います。特に○○
ですが、声も小さく「なんか言ってる？」程度です。電車の音が大きいのですから、もっと気を付けてほしいで
す。降りてIruCaカードを出場機にかざす前に電車の扉を閉められ発車してしまうこともあります。エラーになっ
たりすることもあるので待ってから発車してください。この前も古高松駅で間違って入場機にかざしてしまった人
がどうしようと困り運転士さんや車掌さんに聞こうとしたのに発車してしまいました。もう一度戻って出場機にか
ざしていましたが、そのことも気にせず電車は行ってしまいました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌には、発車前や走行中にマイクの音量等を必ず確認する
よう教育しています。あわせて適切な音量で分かりやすい放送を行うよう指導しておりますが、コロナ感染症対
策として、窓を開けて運行していることから聞きづらい場合がございます。今後も継続した教習や添乗をして行
い車内放送のレベルアップに取り組んでまいります。また、集札業務につきましても適切な確認作業に努めて
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。



2021/05/26

前略、過日は、お電話をいただき心より厚くお礼申し上げます。私の思いつき（駅のディスプレイ2植木鉢に花を
咲かせることに）一心、最初は当時の本社の○○さんにお許しを頂いてはしたものの、今日に至るまでです。相
当の月日を経て、させていただき感謝に耐えません。もう満足の至りです。自分の土地領域なれば、好きなよう
に思いのまま発想して楽しまれますが、他人様のはなかなかご無理の事にて終了となりました。私の「夢を叶え
させて」頂いた琴電様に心より感謝します。円座駅の便所の小さな広場の所の「植木鉢」数個は「私物」栗林公
園駅の木々を当社が用意して下さった。プランターに関して会社管理物、植木鉢はそのままにて。「草抜き」「水
やり」は枯れそうな様子を見かねて駅員の了解を得て、お手伝いさせて沿いますが、ご無理な様子ならば、中
止致します。その旨は駅員様に直ちにご返事頂ければと願っています。私のちょっとした「出すぎ」で貴社にお
気をつかわせてしたことのお詫びと長い間お許し頂き「夢を実現」させて頂きましたことの「感謝」の印までです。
ご笑物頂けますように。貴社の益々のご発展を日頃利用させて頂いています。「乗客」として心よりお礼まで申
し上げます。取り急ぎ　かしこ　琴電会社様　呉々もお礼のご返事は、よろしいです。

お手紙ありがとうございました。長年の間、ことでん利用者に対して多大なご尽力を賜りましてありがとうござい
ました。コロナ感染予防対策として、ご理解いただき、重ねて感謝の意を申し上げます。今後も、ことでんを支え
て下さっていることを忘れることなく、お客様目線のサービス提供に努めてまいります。

2021/05/27 瓦町

電車のトラブル・事故等で乗客にご迷惑をかけているにもかかわらず、目の前にいる電車に乗ろうとしたのに、
無視されて発車しました。都会のように便数が多いのならいいのですが、木太東口駅で25分位待ちました。お
昼から仕事だったのですが、ぎりぎりに会社に着きました。時々、花園駅で長尾行きの電車が到着するまで待
たされているのにどうしてたった一人の乗客を置き去りにして発車するのでしょうか？耳と足が不自由な者です
が、線路を渡った時は電車が来てなかったのですが、自転車置場に自転車を置くと電車が来てて、あわてて手
をあげながら走ったのですが、私の目の前でドアを締めて発車しました。窓から顔を出した車掌さんに「この電
車に乗りたかったんですが」と声をかけましたが、無視されました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。ことでんでは、定時運行に取り組んでいます。乗務員は、可能
な範囲でお客様が乗車されるまで待ち合わせる場合がございますが、電車の遅延により他のお客様のご迷惑
となりますので、時間に余裕を持って駅にお越しいただくようお願い申し上げます。

2021/05/28 メール 木太小学道踏切のランプが1つ切れています。安全のために交換した方が良いと思います。
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、感謝申し上げます。

2021/05/28 メール
木太小通踏切のライトが1つ切れています。安全のために交換されてはいかがでしょうか。正常に送信出来て
いなかったようなので、もう一度送信させていただきました。

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、感謝申し上げます。

2021/05/28 メール

琴平線の乗車マナーについて。琴平線を1ヶ月ほど利用していますが、3・4歳くらいの子どもを連れた親が、自
分の子どもが騒いでいるにも関わらず全く注意をしません。1ヶ月様子を見ましたが、状況は全く変わりません。
最近の親は子どもに全く注意をしないですよね。車掌も分かっているはずなのに見て見ぬふりをしており、私自
身が直接その親御さんに注意することもありました。このコロナ禍で大きな声で騒ぐという行為は、飛沫が飛び
散り危険なのでご連絡させていただきました。

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、お客様に直接注意を促すことは、
控えさせていただいております。乗務員には、車内の状況に注意を払うと共に定期的に車内巡回を行い、迷惑
行為を発見した場合には、臨機に対応するよう指導しております。迷惑行為を受けた場合や発見された場合に
は、速やかにお近くの係員にお申し付けください。

2021/05/31 メール

施設障害でダイヤが乱れている時に三条から乗車したのですが、IruCaを当てようとしたら三条の駅員さんに
「当てないでください。」と言われ、そのまま三条から一宮方面の電車に乗りました。降車する駅に着いたので降
りてそこの駅員さんに一応確認で「三条から乗ってそこの駅員さんにIruCaを当てなくていいと言われてたのでこ
のまま通っても大丈夫ですか」と聞いたところ降車駅の駅員さんには「当ててください」と言われ、少々困惑しま
した。「三条の駅員さんにIruCaを当てなくていいと言われたので当ててないです。」と事情を説明したら半分キ
レ気味で「当てないと使えなくなりますよ」と何度説明しても言われたので「じゃあ三条からの190円IruCaから引
いてください。」と私が言ってその場は収まりました。駅員さんによって言っていることが違うのですごく困りまし
たし、私も少し腹が立ちました。

2021年5月30日（日）に発生した施設障害の影響で、電車の運休と遅延が発生し、ご利用のお客様には多大な
ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、異常時にもかかわらず、的確な係員の対応が行
われていなかったこともあわせてお詫びいたします。 ご意見を真摯に受け止め、異常時における適切な案内や
きめ細やかな対応に努めてまいります。今後ともことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/05/31 メール 琴電琴平駅の多目的トイレの便器を消毒する消毒液を置いてほしいです。よろしくお願いします。
ご意見ありがとうございます。琴電琴平駅の多機能トイレにアルコール消毒液を設置しました。弊社は、感染症
の防止対策に取り組んでおり、お客様におかれましても感染症の防止対策にご理解とご協力をお願い致しま
す。

2021/05/31 三条
高松築港駅から琴平方面に行く電車のドアの開くスピードがとても遅いです。もう少し早く開けられないのです
か。何故学生は年1回、校長印がいると書かれているのに毎回いるのですか？以前は無くてもよかったのに、
今は要ります。おかしくないですか？

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌は、電車の停止やホームの状況等の安全確認後にドア
の取り扱いを行っています。ご理解ください。定期乗車券の発売時の取扱については、駅窓口に設置している
旅客営業規則に準じ、取り扱っておりますが、駅係員の統一した案内が出来ておらず申し訳ございませんでし
た。統一した案内に努めてまいります。なお、ご不明な点などございましたら、駅係員又は運転営業所（087-
831-6008）まで、お問い合わせください。

2021/05/31 潟元

お客様第一、安全第一を徹底する事。時間管理は回復運転等スムーズな行動で対応する事。社員教育を再度
徹底する事。最近はYouTube等で掲載される恐れが高いこと、常に見られているという意識を各自が持つこと。
潟元駅○：○発の電車で乗客が約5人降車して改札を出る際、女2人、男1人の計3人が少し遅く出てきた際、発
車が遅れることを心配して「チッ」と舌打ちをして他の客に不愉快な思いをさせた。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。当該乗務員には、接客態度について注意指導いたしました。
引き続き、社員教育を行い、皆様から親しまれる鉄道となるために、さらなるサービスの向上を図ってまいりま
す。弊社では、経営理念の第一に『安全の確保』を掲げ、経営トップから現場社員までが一丸となって安全管理
体制の構築に取り組み、法令を遵守し、日々、安全輸送に努めています。今後もことでんのご利用よろしくお願
い致します。


