受付日

投函場所

ご意見

ことでんからの回答

電車の乗り換えが間に合わなく学校に遅刻する

ご不便をおかけし申し訳ございません。2021年11月27日より実施した志度線のダイヤ改正では琴電志度方面から高松築
港方面への乗り継ぎ時間の改善を実施しておりますが、運行間隔の違いから一部列車では乗り継ぎがスムーズに出来な
い場合があります。ご理解いただけますようお願い致します。

瓦町

志度線のダイヤ改正、接続がかえって悪くなったんですけど。会社が17時に終わり、17：15築港発に乗り、瓦町17：31に
乗ってました。18時までの保育園のお迎えにギリギリ間に合っていたんです。なのに改正後は瓦町発が17：17、築港からの
接続を全然配慮してないですね。次の瓦町発17：41では18時までの保育園のお迎えに間に合わず、延長保育になり保育
料が上がるんです。お願いします。元のダイヤに1日も早く戻してください。せめて、瓦町発17：17だけでも17：22にしてくださ
い。お願いします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。2021年11月27日の志度線のダイヤ改正では、長尾線にあわせ24分間隔を基本
としたパターンダイヤを設定し、お客様からのご要望のありました琴電志度方面から高松築港方面への乗り継ぎ改善を
図っています。お申出のありました時間帯に増便することは可能ですが、コロナ禍により、新しい生活様式が定着したこと
でラッシュ時間も含め、ご利用のお客様が減少していることから、今以上の便数を設定することができません。ご理解くださ
い。

瓦町

ご不便をおかけして申し訳ございません。ダイヤ改正前は、大町駅発2両編成で運行しておりましが、琴電志度駅発に変更
六万寺発7時48分、ダイヤ改正前の大町発に戻して！改正前は座れたのに六万寺の時点で全然座れない。八栗、古高松 となったため、ご利用状況を勘案し3両編成で運行しています。ご利用状況を調査したところ、六万寺駅の発車時には、座
とどんどん乗車してきて潟元では他人と接触せずにはいられない密状態になりコロナウィルス感染がとても怖い。しかも電 席に若干の余裕があり、瓦町駅に到着時には、99.3％の乗車率でございました。引き続き、雨天時以外は窓を開けるなど
車は毎日遅れている。ちゃんとしてほしい。今まで瓦町から琴平線の上りに余裕で乗れたのに改正後は全然乗れない。
感染防止対策に取り組むほか、電車に遅延が生じないよう安全安定輸送に努めてまいります。なお、志度線口8時13分着
は、瓦町駅③番乗り場から8時19分発の高松築港行きにお乗換となります。

2021/12/01

瓦町

志度線のダイヤ改正について。改正前のように時間（分）を固定してください。潟元発7時59発、毎日電車が遅れています。
時刻表通りに運転してください。毎日電車が遅れるので今まで乗っていたバスに乗れません、最悪です。会社が17時終
業。今までは17時15分築港発17時31分瓦町発で帰れていたのに、改正により瓦町発が17時17分になり乗れなくなりまし
た。会社員の乗車パターンを考えてダイヤ改正して下さい。昼間の便数を増やすのはもちろんいいことです。朝夕の便も増
やしてください。特に夕方。朝みたいに大町行きの便を走らせてください。

2021/12/01

メール

朝、琴平(6:42)-瓦町(7:48)から志度線(7:41)への乗り換えが間に合いません。志度線のダイヤを数十秒でもいいので遅らせ ご意見ありがとうございます。瓦町駅での志度線への乗り継ぎは4分を目安にご案内しております。琴平線で瓦町7：38着の
て欲しいです。
場合、8：05発の琴電志度行きのご案内となります。ご理解ください。

2021/12/01

メール

ご返信ありがとうございます。わたしはマニュアル通りの放送が出来ているかどうかを言っているわけではありませんので
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。お客様のご意見を参考に今後もサービス教習等を通じて全車掌の放送レ
よろしくお願い致します。わたし以外の知人も不快であると話しておりましたので、必要に応じて御指導の程よろしくお願い
ベル向上に努めてまいります。
致します。

2021/12/02

メール

1月1日～1月3日は日中時間帯も4両編成での運行予定はありますか?

お問い合わせありがとうございます。2021年11月20日より香川県の感染警戒レベルが感染予防対策期となり落ち着いてい
る状況であることから、年末年始には多くのお客様にご利用いただきたいと考えいます。車両運用は、4日前を目途に設定
しておりますが、今後の状況を踏まえ車両運用を設定してまいります。詳しくは、ことでん運転営業所087-831-6008までお
問い合わせください。

2021/12/02

潟元

ダイヤを元に戻してください。

ご意見ありがとうございます。2021年11月27日より志度線のダイヤ改正を実施いたしました。ご意見は今後の参考とさせて
いただきます。

2021/12/03

メール

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の通りコロナ禍前には、お客様への利用促進とサービス向上を目的に午
以前終電が23時台、金曜日は0時台がありましたがいつになれば戻すのでしょうか。以前より本数も減っており不便です。
前0便を運行していました。弊社には、以前のダイヤに戻してほしいとのご要望を頂いておりますが、2021年11月末現在、
終電を利用するお客様が14～20%しか居ないから戻せないと返答されていますが、減便したままで何故その利用率が出る
2019年度の約74%の運賃収入で以前のダイヤを運行する経費を確保することは出来ず、現ダイヤが最大の運行本数となり
のでしょうか。とにかくはやく戻してもらいたい。
ます。ご理解ください。今後もご利用状況を鑑みながら、ダイヤを検討してまいります。

2021/12/06

メール

琴電の車両ですが、琴平線の1070型、1080型、1100型、1200型、長尾線の1300型がトータルで60年近く使っておりこのま
ま60年以上に使いそうに見えます。そろそろ新型車両を導入してほしいです。京阪、阪急、阪神、能勢電の車両を導入した
ご提案ありがとうございます。車両の導入計画は、現在のところ未定です。ご意見につきましては、今後の車両導入時の参
らどうでしょうか?全て3扉の車両なので合うと思います。このまま旧型車両を使い続けると部品の調達が難しくなり故障して
考とさせていただきます。
しまうこともあります。関東の鉄道からではなく関西の鉄道から購入してほしいです。よろしくお願いします。JRだと113・115
系を検討してみてはどうでしょうか?これらも3扉です。

2021/12/06

瓦町

2021/12/01

2021/12/01

2021/12/01

メール

長尾線は2両編成しか運行が出来ませんが、高松築港を18時7分発車し長尾を18時49分に到着する列車と、18時32分出
発し、19時13分着のこの2列車では、どちらの方が乗車率が高いのでしょうか？（平日のみ、高松築港～長尾間）

ご不便をおかけして申し訳ございません。2021年11月27日の志度線のダイヤ改正では、長尾線にあわせ24分間隔を基本
としたパターンダイヤを設定し、お客様からのご要望のありました琴電志度方面から高松築港方面への乗り継ぎ改善を
図っています。お申出のありました時間帯に増便することは可能ですが、コロナ禍により、新しい生活様式が定着したこと
でラッシュ時間も含め、ご利用のお客様が減少していることから、今以上の便数を設定することができません。ご理解くださ
い。

ご問合せありがとうございます。お問合わせのありました時間帯は、高松築港18時7分発の乗車率が高くなっています。ご
利用お待ちしております。
ご意見ありがとうございます。コロナ禍で公共交通を利用した移動の自粛とテレワーク等、新しい生活様式が定着したこと
により、電車をご利用のお客様が減少しており、2021年11月末現在、2019年度の約74%の運賃収入となっております。現在
の運賃収入では、以前のように深夜時間帯を運行する経費を確保することは出来ず、最終列車の繰り下げすることが出来
ません。ご理解ください。

2021/12/06

空港通り コロナが落ち着いてきたので、また、終電・遅い列車走らせてください。お願いします。取引先との接待で困ります。

2021/12/06

ご不便をおかけして申し訳ございません。2021年11月27日の志度線ダイヤ改正では、昼間の時間帯を30分から24分間隔
志度線の今回のダイヤ改正は全く不便としか言いようがない。本数（日中の）が大きく減ったうえ、不規則で覚えられない。
に運行本数を増やし利便性を向上しております。2時間ごとのパターンダイヤとなりましたが、長尾線と同じ運行間隔にした
琴電志度 瓦町の歩道も止まったままだ。志度線を切り捨てる方針が見え見えだ。利用者を考慮しているとは全く思われない、こうで
ことで、高松築港行きへの乗継改善を図っています。ご理解ください。なお、引き続きコロナ禍による利用が減少しており、
もしないとやっていけないのだろう。
トラベーターの再開は出来ない状況です。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/12/07

メール

2021/12/07

瓦町

定期はクレジットカードで支払いできますか？

お問い合わせありがとうございます。弊社の定期乗車券を購入時にクレジットカードでお支払いできる駅につきましては、高
松築港駅・片原町駅・瓦町駅の3駅です。取扱いカードにつきましては、DCグループ、JCBグループのクレジットカードがご
利用いただけます。

トイレの個室に服がかけられるフックを付けてください。ない所全て。

ご意見ありがとうございます。2021年12月12日までに全てのトイレ個室にフックを整備いたしました。

2021/12/07

メール

志度線のダイヤ改正について築港方面への乗り継ぎ時間の改善が目的との事ですが、運行時間自体が5分くらい伸びて
いて意味がないと思います。時間が覚えにくいし、通勤時間の混雑もひどくなりました。利用客の要望に応えてのダイヤ改
正と仰られていますが、本当にどれだけの人が喜んでいるのか疑問です。ダイヤ改悪として紹介されています。
https://ameblo.jp/which-alicia-lover/entry-12708003163.html
以下は抜粋・24分間隔は覚えづらい 30分間隔は覚えやすい。一目みて覚えられる。高齢者がスケジュールに組み込み易
い。・朝夕ラッシュ時も24分間隔・ 現行20分間隔だったのが24分間隔になる。大町始発も入れれば12分間隔である。昼夕
輸送比は現行66%→将来100%と、夕方の輸送力は減少。 20分間隔だと琴電志度の折り返し時間が1分しか無かったので
それの解消狙いなのか、または別の理由なのか。運用数や列車交換駅は20分サイクルと同じなので所要時間も最大4分
増加している。 大町駅上りでは現行:45本、改正後:43本であり、改正後は日中5本の増発なので、その他の時間帯で7本減
便している事になる。他の方も投稿されていましたが、トラベータ停止したり、減便したり、おかしなダイヤにしたりサービス
レベルを低下させて利用客に負担を押し付けて料金据え置きとはいかがなものかと思います。

2021/12/08

メール

20時30分の築港から出発の電車が琴電志度線への乗り換えをする際30分以上待つので本当にお願いします。間で一本
電車を増やしてください。

ご意見ありがとうございます。20時以降の志度線につきましてはコロナ禍で新しい生活様式が定着したことから、お客様の
ご利用が大幅に減少しており、現在のご利用状況では運行経費の確保が出来ないことから、今以上の便数を設定すること
ができません。ご理解ください。頂戴いたしましたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

2021/12/08

潟元

謹啓お忙しい所、大変申し訳御座いません。本日は地震の影響で運転を見合わせていましたけど、思ったより早くの運転
再開で非常に助かりました。車掌の○○さんも何度も何度も丁寧にお詫びの放送を入れて頂きまして、乗客の皆さんも気
にされてませんでした。有難う御座いました。敬白

温かいお言葉ありがとうございます。社員の励みとなります。当該車掌に伝えたところ、お言葉を励みに今後もより良い車
内放送の提供が行えるよう努力します。と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。

潟元

謹啓お忙しい所、大変申し訳御座いません。志度線のダイヤ改正についてですが、本数自体が増えたのは良かったと思い
ます。しかし、松島二丁目駅での上り下りの行き違いは停車時間が無駄に長すぎます。何故上り電車の到着に合わせて下
りを発車させないのでしょうか。余った時間は琴電志度駅の待機時間で潰せます。松島二丁目駅は上り・下り両方踏切を
挟んでますが、一度遮断機上げて下すのがさらに無駄を加速させます。そもそも松島二丁目駅は行き違いさせる駅に向か
ない。今橋駅に変えてほしいです。後、志度線上りからの乗り換えは琴平線よりが基本繋がれていたのに大体の時間帯に
於いて長尾線上りに変わりました。非常に不便になりました。残念です。敬具

ご意見ありがとうございます。2021年11月27日からの志度線ダイヤ改正では、安全とサービスの観点から、遅延の発生を
抑えたゆとりのあるダイヤを設定させていただいております。また、長尾線と同じ24分間隔のパターンダイヤを設定すること
で琴電志度方面から高松築港方面への乗り継ぎ時間の短縮を図っております。なお、全ての便を今橋駅での行き違いとし
た場合、パターンダイヤを設定することが出来なくなることから、考えておりません。ご理解ください。

潟元

拝啓お忙しい所、大変申し訳御座いません。駅員さんについてですが、瓦町駅の駅員さんは志度線上りのお客さんに対し
て集札に来ないのが多く見受けられます。ことでんはどの駅も上り・下り全て集札に出てきますが、瓦町駅は朝の8時着の
ラッシュ時ですらいない。（これは新型コロナ以前から気になってました）志度線のお客を舐めないで下さい。あと、琴平線
の階段の一段一段に貼ってある広告が非常に邪魔です。下から上がるのに足を踏み外しそうになります。福田町第3踏切
内の線路がガタガタになっています。車通るたび揺れてます。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。朝夕のラッシュ時間帯は、瓦町駅では1名の係員が出口で集札業務を
行っておりますが、志度線口は駅舎内での旅客対応となります。なお、瓦町駅階段の広告につきましては期間限定でのも
のであり、12月26日に撤去を予定しています。なお、福田町第3踏切の点検を行ったところ、電車の運行には支障ありませ
んでしたが、踏切内のレールと枕木に隙間が発生していたため、自動車が横断する際に振動が生じておりました。大規模
な補修工事が必要となるため、2020年2月に改修作業を計画しています。ご理解ください。

潟元

拝啓お忙しい所、大変申し訳御座いません。駅員さんについてですが、瓦町駅の駅員さんは志度線上りのお客さんに対し
て集札に来ないのが多く見受けられます。ことでんはどの駅も上り・下り全て集札に出てきますが、瓦町駅は朝の8時着の
ラッシュ時ですらいない。（これは新型コロナ以前から気になってました）志度線のお客を舐めないで下さい。あと、琴平線
の階段の一段一段に貼ってある広告が非常に邪魔です。下から上がるのに足を踏み外しそうになります。福田町第3踏切
内の線路がガタガタになっています。車通るたび揺れてます。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。朝夕のラッシュ時間帯は、瓦町駅では1名の係員が出口で集札業務を
行っておりますが、志度線口は駅舎内での旅客対応となります。なお、瓦町駅階段の広告につきましては期間限定でのも
のであり、12月26日に撤去を予定しています。なお、福田町第3踏切の点検を行ったところ、電車の運行には支障ありませ
んでしたが、踏切内のレールと枕木に隙間が発生していたため、自動車が横断する際に振動が生じておりました。大規模
な補修工事が必要となるため、2020年2月に改修作業を計画しています。ご理解ください。

2021/12/08

メール

お世話様です。身体障害者3級の者ですが身障者割引を受けるためにはどの様な手順を踏むのでしょうか?今はICカード
のみの駅が多く、その手順がわかりません。よろしくご指導願います。

お問い合わせありがとうございます。身体障害者手帳の交付を受けた方で、第１種障がい者が介助者と乗車したとき、本
人・介護者とも5割引。第1・2種障がい者が単独のとき5割引となります。ことでんの全駅には、自動券売機を設置しておりま
すので、普通乗車券をお求めの際は、小人運賃をご購入いただき、乗車と降車の際に手帳を呈示ください。その他、ICや
定期乗車券も割引運賃が適用されます。ご不明な点がありましたらお気軽に駅係員または乗務員までお問い合わせくださ
い。ご利用をお待ちしております。

2021/12/10

メール

ご意見ありがとうございます。2021年11月27日の志度線ダイヤ改正ではお客様からのご要望が多い琴電志度方面から高
ダイヤ改正後、高松築港から瓦町に着いた時刻に志度線が発車するようになりました。乗り換えれるものなら乗り換えてみ
松築港方面への乗り継ぎ時間の改善を図っておりますが、運行間隔の違いから全ての列車からの乗り継ぎ改善はできま
ろと煽られているようで、いつも不快に感じています。便数も減った上に、乗り換えに20分以上待たなければ発車しない事
せん。また、現在のご利用状況では運行経費の確保が出来ない為、現在のダイヤが最大の運行本数となります。ご理解く
には憤りを感じざるをえません。これからも利用したいので、なんとか改善していただきたいと思います。
ださい。なお、頂戴いたしましたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

2021/12/10

三条

ご意見ありがとうございます。コロナ禍で新しい生活様式が定着したことにより夜間の時間帯にご利用のお客様が大幅に
12月、1月だけでも終電を遅くして下さい。琴平線 高松築港を23：30とか24：00とか。絶対に需要があると思います。みなさ
減少しており、現在のご利用状況では今以上に増便する経費を確保することが出来ず、現在のダイヤが最大の運行本数
ん、きちんとされています。
となります。ご理解ください。なお、頂戴したご意見は今後の参考とさせていただきます。

2021/12/08

2021/12/08

2021/12/08

ご不便をおかけして申し訳ございません。コロナ禍で特に志度線のお客様のご利用が減少しており、利用促進を目的にダ
イヤ改正を実施いたしました。また、ダイヤ改正を実施するうえで、安全とサービスの観点から、遅延の発生を抑えたゆとり
のあるダイヤを設定させていただいております。ご理解ください。ご利用のお客様には、引き続きことでんのご利用よろしく
お願い致します。頂戴しましたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

2021/12/11

メール

2021年12月10日18:45ごろ瓦町駅の窓口でことでんグッズを購入した際に、ホームページにはIruCaを利用できると記載さ
れていたのにも関わらず、IruCaでの支払いはできないと言われました。乗り換えの電車の時間も迫っていたので現金で支
この度は駅係員の取扱いに不備があり、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。お客様のお申し出通り、IruCaで
払ったのですが、対応してくださった駅員さんが間違えていたのか、ホームページがおかしいのか、僕が間違えていたの
グッズ購入は可能ですが、駅係員の認識不足により誤った取扱いを行っていました。申し訳ございません。当該社員につき
か、どれなのでしょうか…僕は兵庫県民なので、高松近辺でしか使えないIruCaを残額を残さずに使い切りたかったのに無
ましては、取扱いについて注意指導を行いました。
駄に1000円チャージしてしまいました。チャージしてしまったものは仕方がないのでまた乗りに行きます!ことちゃんグッズか
わいかったです、ありがとうございます!

2021/12/13

メール

ご問合せありがとうございます。弊社が新しく導入した多言語対応の自動放送装置と各駅の到着案内の自動放送とは別回
最近、他言語対応？の自動放送が導入されたみたいですが到着する電車が何両で来るか？とかも自動放送することって 路になるため、車両数の案内を行うことが出来ません。なお、車両編成は、お客様のご利用状況や車両検査等により、変
できるんですか？
更する場合がございます。車両編成数の詳細につきましては、駅係員または乗務員までお気軽にお問合せ下さい。また、
各駅のポスターのQRコードや、ことでんホームページでもご確認いただけます。ことでんのご利用をよろしくお願いします。

メール

先日、ことでんを利用させてもらったんですが、レトロ列車を仏生山駅の道路の直ぐ側の留置線(?)にずっと留置させるこ
とって難しいでしょうか?あと、綾川駅多目的トイレの鍵が締めにくくなっていました。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車は引退後に120号・300号を作業車として使用しております。作業内容に応じて留置
場所を変更しています。仏生山駅10番線に常駐させることは作業の効率化の観点から困難です。ご理解ください。なお、12
月13日現在は仏生山駅10番線に300号を留置しておりますのでよろしければご覧ください。なお、綾川駅の多目的トイレの
鍵は、2ヶ所で施錠できますが、片側の鍵が故障していた為、直ちに修理を手配いたしました。今後もお客さまが快適にご
利用いただける駅施設の点検管理を行ってまいります。

2021/12/13

メール

先日、ことでんを利用させてもらったんですが、レトロ列車を仏生山駅の道路の直ぐ側の留置線(?)にずっと留置させるこ
とって難しいでしょうか?あと、綾川駅多目的トイレの鍵が締めにくくなっていました。

ご意見ありがとうございます。レトロ電車は引退後に120号・300号を作業車として使用しております。作業内容に応じて留置
場所を変更しています。仏生山駅10番線に常駐させることは作業の効率化の観点から困難です。ご理解ください。なお、12
月13日現在は仏生山駅10番線に300号を留置しておりますのでよろしければご覧ください。なお、綾川駅の多目的トイレの
鍵は、2ヶ所で施錠できますが、片側の鍵が故障していた為、直ちに修理を手配いたしました。今後もお客さまが快適にご
利用いただける駅施設の点検管理を行ってまいります。

2021/12/13

メール

志度線を毎朝通勤で利用しております。11月末のダイヤ改正後、朝の出発時間がダイヤよりも早く非常に迷惑しておりま
す。早く出発・到着することは良いことかもしれませんが、ダイヤの時間をもとに予定しているので守っていただきたいで
す。改善をよろしくお願いします。

ご意見ありがとうございます。2021年11月27日からの志度線ダイヤ改正では、安全とサービスの観点から、各駅での遅延
発生を抑えるため、停車時間を増加しゆとりのあるダイヤを設定させていただいております。全乗務員に対し、定期的な列
車添乗を実施し、ダイヤに沿った運転取扱を行うよう周知徹底してまいります。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。

2021/12/13

メール

ことでんの駅員さん、運転士さん。寒い中での毎日のお仕事、いつもお疲れ様です。1歳6か月になった息子は電車が大好
きで毎日、朝目覚めると第一声が「カンカン」ふみきりの音です。おさんぽの時に電車を見に行くことを、とっても楽しみにし
ていて、太田駅までよく行きます。駅の中までも入ろうとする息子に、駅員さんがいつも声をかけてくださったり、まだお若く 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、より良いサービスで、お
新人さん？のような方が、出発時に周りの安全等に意識を配りながらも、電車を見つめる息子に手を振ってくださったり、ふ 子様たちに夢を与える存在になれるよう努めてまいります。今後ともことでんのご利用をよろしくお願いいたします。
みきりで電車に手を振っていると、運転士さんが手をふり返してくださったり…。沢山の優しさを本当に感謝しています。もう
すぐクリスマス。豊かな神様の祝福が注がれますように。

2021/12/13

瓦町

検査（全般）から出場した車両から順次LED式の電灯に更新されていますが、次の車両導入の際にも行き先表示や前照灯 ご意見ありがとうございます。定期検査時に一部の車両の車内灯を試験的にLEDに交換しておりますが、行き先表示や前
などにも採用してほしいと思います。
照灯のLED化の予定はありません。今後も車内灯につきましては、計画的に導入を検討してまいります。

2021/12/13

潟元

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナの新規感染者数は落ち着いている状況ですが、変異ウイルス等もあり、感
コロナも落ち着いてきたし、そろそろゴミ箱を開放してほしいです。このままでは、ゴミが落ちていても拾って捨てることもでき 染症対策を緩めることで再び感染拡大を引き起こすことが危惧されております。ゴミ箱の使用再開につきましては、今後の
ません。よろしくお願いします。
状況を踏まえ検討してまいります。なお、ご利用に際して発生したゴミにつきましては、ご利用者様自身でお持ち帰りいただ
けますようご理解とご協力をお願い致します。

2021/12/13

2021/12/13

仏生山 太田下踏切の電灯が1つ切れてしまっています。

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
が出来ましたことを感謝申し上げます。

2021/12/13

綾川

アナウンスの声が小さい。どこの駅に着いたか分からない。寝過ごしてしまう。起きていても通過してしまう。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。車掌には発車前や走行中にマイクの音量等を確認するよう指導しており
ますが、引き続き聞き取りやすい音量での車内放送提供に取り組んでまいります。

2021/12/13

三条

いつもお世話になってます。少しお願いがあります。ことでんの運転手の○○さんは、安全運行しています。是非、他の人
もまねしてあげてください。あと、琴平線の本数を多くしてください。恐縮ですが、よろしくお願います。

ご意見ありがとうございます。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。 運行本数につきましては、コロナ禍でお客様のご利用が大幅に減少しており、現在のご利用状況での増便
は、運行経費を賄うことができないことから、現ダイヤが最大の運行本数となります。ご理解ください。

2021/12/13

ことでんの新型車両は令和6年（2024年）までは計画なしと思われますが、阪神から5001形（2代目）が2023年（令和5年）に
ご意見ありがとうございます。車両の導入計画は現在のところ未定です。ご意見につきましては、今後の車両導入時の参
片原町 引退するので、改造1年弱のタイミングを見て当該形式を導入に希望します。レトロ電車が完全に引退し、琴平・長尾の小
考とさせていただきます。
型車（600形）を置き換え、大型化を増やせることやイベント用電車としても活用できるのではと思います。

①寒くなり電車の暖房が入っている時と入っていない時があります。座席に腰を掛け暖房が入っているとホッとします。入っ
ていないとヒヤッとして震えながら降りる駅まで乗っています。是非いつも暖房を入れてください。②特に高校生の女子学
2021/12/13 片原町 生、リュックを背負ってとても邪魔になります。前に抱えるように車内放送してください。以前はよくしていましたが最近はあ
まりしていません。③座席に荷物を置いている人がいます。そのため座ることが出来ません。言いにくい人が置いている場
合は、声掛けが出来なくて仕方なく立っています。是非、車内放送で流してください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。①電車内の暖房設備は電熱線によるヒーターで、広範囲を暖めることが
難しい状況です。また、感染予防対策として一部の窓を開けて運行していることや駅間が短く、冷え込みの厳しい時期や時
間帯には、扉の開閉により暖気が逃げてしまい車内温度が保てないのが実情です。そのようなことから、待ち時間や出発
まで時間がある場合には、状況に応じてドアを閉める等、車内温度保持に努めています。
②③につきましては、コロナ禍の現状、乗車マナーポスターや車内放送によるマスクの着用や会話の自粛のお願いを重点
的に行っておりますが、一部のお客様にご理解が得られていない状況です。引き続き、状況に応じた車内放送を適時、実
施してまいります。

2021/12/14

メール

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。事実確認を行ったところ、お申し出の通り、側面の行き先方向幕が高松築
円座駅から瓦町駅まで行きたかったけど、21:24の琴平行きが到着したら後の車のサインが高松築港行きと書いて混乱さ
港行きとなっておりました。乗務員には折返し運転時の行き先の方向幕を変更した際は、正面だけではなく側面の行き先も
せました。岡本まで乗って乗り換えるのが必要だったけど、そんなのしなくていいです。ちゃんとサインを変更してください。
確認するよう注意指導を行いました。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。

2021/12/14

メール

長尾線の朝のラッシュ時にドア付近に人が滞留していて感染リスクや女性・小さなお子さんに対して危険だと感じます。以
前は車内放送で案内していたが最近は全然していない。放送頻度をもっと上げていただき、より詳細に案内放送を行って
いただきたい。もしくは車掌を2人にするとか。とにかく早急に対応していただきたいです。

2021/12/15

メール

すみません、土曜か日曜のことでん琴平線の拾得物に赤色の革手袋(ブランドはcoachです)はありませんでしたか。もしあ
お問い合わせありがとうございます。 お申出のお忘れ物は、弊社ではお預かりしておりませんでした。なお、落とし物をさ
れば片原町(時々瓦町)と一宮駅を使用しています。どちらかに預けていただけないでしょうか。お手数おかけして申し訳ご
れた場合は、ご遠慮なくことでん運転営業所（087-831-6008）迄、ご連絡下さい。
ざいませんが、よろしくお願いします。

メール

ご意見ありがとうございます。2021年11月27日の志度線ダイヤ改正では、高松築港方面への乗り継ぎ改善を目的に終日
ダイヤ改正の意図が全く分かりません。11月に志度線のダイヤを改正してましたが、昼の便を増やして、1番帰宅者の多い 24分の間隔を基本としたパターンダイヤを導入したことから、瓦町発の下り電車は奇数時間帯2本、偶数時間帯3本の運行
7時以降の便を減らす意味が理解できません。不便すぎます。改正前の方が明らかに便利だった。14時を3便にするなら19 となっております。ダイヤ改正後の19時台の乗車率は30～51％となっており、現在のご利用状況では増便する経費の確保
時以降を3便に戻してほしい。
ができず、現ダイヤが最大の運行本数となります。ご理解ください。なお、頂戴したご意見は今後の参考とさせていただき
ます。

2021/12/15

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、「さぬき弁のマナー講座」をはじめとするポス
ターの掲示や車内放送等で乗車マナーのご協力をお願いしていますが、今後も車内放送の頻度を上げるとともにポスター
や車内放送、電光掲示板等さまざまな媒体を活用して、ご協力をお願いしてまいります。

