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四国旅客鉄道株式会社四国旅客鉄道株式会社四国旅客鉄道株式会社四国旅客鉄道株式会社にににに対対対対するするするする業務監査業務監査業務監査業務監査のののの実施結果 様式実施結果 様式実施結果 様式実施結果 様式３３３３

項 目 主項 目 主項 目 主項 目 主 なななな 取 組取 組取 組取 組 みみみみ 状 況 等 所 見 所見状 況 等 所 見 所見状 況 等 所 見 所見状 況 等 所 見 所見にににに対対対対するするするする回答回答回答回答

１１１１．．．．運賃運賃運賃運賃にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 ・・・・四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、平成平成平成平成９９９９年年年年 ・・・・関係法令関係法令関係法令関係法令、、、、通達通達通達通達にににに基基基基づきづきづきづき、、、、 ・・・・乗車券等乗車券等乗車券等乗車券等のののの改廃時改廃時改廃時改廃時、、、、料金料金料金料金のののの改改改改
（（（（１１１１））））関係法令関係法令関係法令関係法令、、、、通達通達通達通達 ４４４４月月月月１１１１日日日日のののの消費税率改正消費税率改正消費税率改正消費税率改正にににに伴伴伴伴いいいい上限 諸手続上限 諸手続上限 諸手続上限 諸手続きはきはきはきは適正適正適正適正にににに処理処理処理処理されされされされ 訂時訂時訂時訂時にはにはにはには、、、、確認項目確認項目確認項目確認項目ののののチェッチェッチェッチェッ
にににに基基基基づくづくづくづく諸手続等 運賃諸手続等 運賃諸手続等 運賃諸手続等 運賃のののの変更変更変更変更をををを行行行行っているっているっているっている。。。。 ているているているている。。。。 クリストクリストクリストクリスト、、、、確認手順書確認手順書確認手順書確認手順書をををを作成作成作成作成

・・・・鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第４４４４条条条条にににに基基基基づくづくづくづく運賃運賃運賃運賃 しししし、、、、確認作業確認作業確認作業確認作業をををを確実確実確実確実にににに行行行行いまいまいまいま
表表表表、、、、料金表料金表料金表料金表、、、、時刻表時刻表時刻表時刻表についてについてについてについて、、、、現地現地現地現地 すすすす。。。。
確認確認確認確認したしたしたした４４４４駅 鴨島駅 阿波池田駅 今後駅 鴨島駅 阿波池田駅 今後駅 鴨島駅 阿波池田駅 今後駅 鴨島駅 阿波池田駅 今後ともともともとも関係法令関係法令関係法令関係法令、、、、通達等通達等通達等通達等にににに（ 、 、（ 、 、（ 、 、（ 、 、

、 ） 、 、、 ） 、 、、 ） 、 、、 ） 、 、土佐山田駅 多度津駅土佐山田駅 多度津駅土佐山田駅 多度津駅土佐山田駅 多度津駅 についてはについてはについてはについては 基基基基づきづきづきづき諸手続諸手続諸手続諸手続きをきをきをきを適正適正適正適正にににに行行行行いいいい
各駅各駅各駅各駅にににに適正適正適正適正にににに掲示掲示掲示掲示されていたされていたされていたされていた。。。。 おおおお客客客客さまにさまにさまにさまに快適快適快適快適かつかつかつかつ安心安心安心安心してしてしてして

・・・・鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第鉄道運輸規程第１２１２１２１２条条条条にににに基基基基づくづくづくづく乗車乗車乗車乗車 ごごごご利用利用利用利用いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう努努努努めまめまめまめま
券券券券へのへのへのへの記載事項記載事項記載事項記載事項（（（（通用区間通用区間通用区間通用区間、、、、通用期通用期通用期通用期 すすすす。。。。
間間間間、、、、運賃額運賃額運賃額運賃額、、、、発行日発行日発行日発行日））））についてについてについてについて適正適正適正適正
にににに記載記載記載記載されていたされていたされていたされていた。。。。

（（（（２２２２））））連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸・・・・乗継乗継乗継乗継 ・・・・ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本西日本西日本西日本、、、、土佐土佐土佐土佐くろしおくろしおくろしおくろしお鉄道中村鉄道中村鉄道中村鉄道中村 ・・・・ＩＣＩＣＩＣＩＣカードシステムカードシステムカードシステムカードシステムについについについについ ・・・・ＩＣＩＣＩＣＩＣカードシステムカードシステムカードシステムカードシステムにつきまにつきまにつきまにつきま
割引割引割引割引・・・・企画乗車券 線企画乗車券 線企画乗車券 線企画乗車券 線・・・・宿毛線宿毛線宿毛線宿毛線・・・・阿佐線及阿佐線及阿佐線及阿佐線及びびびび阿佐海岸鉄阿佐海岸鉄阿佐海岸鉄阿佐海岸鉄 てはてはてはては、、、、現段階現段階現段階現段階ではではではでは導入計画導入計画導入計画導入計画 してはしてはしてはしては、、、、現在現在現在現在、、、、費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの

道阿佐東線道阿佐東線道阿佐東線道阿佐東線とのとのとのとの間間間間でででで相互直通運転相互直通運転相互直通運転相互直通運転 はははは立立立立っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、導入導入導入導入にににに 検討検討検討検討をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。
（（（（阿佐海岸鉄道阿佐海岸鉄道阿佐海岸鉄道阿佐海岸鉄道とはとはとはとは休止中休止中休止中休止中））））をををを行行行行ってってってって 向向向向けてけてけてけて社内社内社内社内でででで検討検討検討検討をををを行行行行ってってってって
いるがいるがいるがいるが、、、、乗継割引乗継割引乗継割引乗継割引についてはについてはについてはについては行行行行って いることからって いることからって いることからって いることから、、、、早期早期早期早期にににに導入導入導入導入
いないいないいないいない。。。。 することがすることがすることがすることが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。

・・・・他会社他会社他会社他会社のののの相互直通運転列車及相互直通運転列車及相互直通運転列車及相互直通運転列車及びびびび乗乗乗乗りりりり
継継継継ぎぎぎぎ駅駅駅駅におけるにおけるにおけるにおける乗換案内乗換案内乗換案内乗換案内についてについてについてについて
はははは、、、、駅構内駅構内駅構内駅構内にににに掲示掲示掲示掲示するとともにするとともにするとともにするとともに時刻時刻時刻時刻
表表表表、、、、ホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載してしてしてして情報提情報提情報提情報提
供供供供しているしているしているしている。。。。

・・・・企画乗車券等企画乗車券等企画乗車券等企画乗車券等についてはについてはについてはについては、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道のののの利利利利
用促進用促進用促進用促進をををを図図図図るためるためるためるため、、、、利用者利用者利用者利用者ニーズニーズニーズニーズをををを
勘案勘案勘案勘案しながらしながらしながらしながら、、、、各種設定各種設定各種設定各種設定しているしているしているしている。。。。
販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動としてとしてとしてとして、、、、駅駅駅駅でででで広告宣伝広告宣伝広告宣伝広告宣伝
ブースブースブースブースをををを設置設置設置設置したりしたりしたりしたり、、、、車内吊車内吊車内吊車内吊りりりり、、、、デデデデ
レビレビレビレビＣＭ、ＣＭ、ＣＭ、ＣＭ、ホームページホームページホームページホームページでのでのでのでの宣伝宣伝宣伝宣伝をををを
実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。
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・・・・平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日からはからはからはからは、、、、全国全国全国全国のののの
ＪＲＪＲＪＲＪＲのののの指定席券指定席券指定席券指定席券がががが電話電話電話電話でででで購入購入購入購入できるできるできるできる
システムシステムシステムシステムをををを導入導入導入導入しししし、、、、利用者利用者利用者利用者のののの利便性利便性利便性利便性
向上向上向上向上をををを図図図図っているっているっているっている。。。。

・・・・自動改札機自動改札機自動改札機自動改札機についてはについてはについてはについては、、、、今年今年今年今年２２２２月月月月のののの
高知新駅高知新駅高知新駅高知新駅にににに続続続続きききき、、、、６６６６月月月月にはにはにはには高松駅高松駅高松駅高松駅にににに
導入導入導入導入されされされされ、、、、改札改札改札改札ががががスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップささささ
れれれれ、、、、乗降客乗降客乗降客乗降客のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上がががが図図図図られるられるられるられる
こととなったこととなったこととなったこととなった。。。。

（（（（３３３３））））駅務機器類等駅務機器類等駅務機器類等駅務機器類等のののの ・・・・駅務機器駅務機器駅務機器駅務機器についてはについてはについてはについては、、、、四国全体四国全体四国全体四国全体でででで、、、、 ・・・・無人駅無人駅無人駅無人駅についてはについてはについてはについては、、、、定期的定期的定期的定期的 ・・・・無人駅無人駅無人駅無人駅のののの機器類機器類機器類機器類のののの点検点検点検点検・・・・管理管理管理管理
整備整備整備整備 マルスマルスマルスマルス端末機端末機端末機端末機がががが６８６８６８６８機機機機、、、、駅駅駅駅ＰＯＳＰＯＳＰＯＳＰＯＳ機機機機 なななな巡回巡回巡回巡回をををを行行行行ってってってって、、、、機器類機器類機器類機器類の についてはの についてはの についてはの については、、、、確実確実確実確実かつかつかつかつ正確正確正確正確にににに

がががが９５９５９５９５機機機機、、、、自動券売機自動券売機自動券売機自動券売機がががが１９３１９３１９３１９３機機機機、、、、 故障故障故障故障がないかがないかがないかがないか確認確認確認確認しているしているしているしている 行行行行いいいい、、、、仮仮仮仮にににに機器類機器類機器類機器類のののの故障故障故障故障のののの場場場場
定期券発行機定期券発行機定期券発行機定期券発行機がががが９９９９機設置機設置機設置機設置されてい とのことであるがされてい とのことであるがされてい とのことであるがされてい とのことであるが、、、、おおおお客客客客ささささ 合合合合はははは、、、、ごごごご利用利用利用利用されるおされるおされるおされるお客客客客さまさまさまさま
るるるる。。。。駅務機器類駅務機器類駅務機器類駅務機器類のののの管理管理管理管理についてはについてはについてはについては、、、、 まのまのまのまの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上のためにのためにのためにのために更更更更 のごのごのごのご不便不便不便不便をををを最小限最小限最小限最小限にするためにするためにするためにするため
管理駅管理駅管理駅管理駅がががが無人駅無人駅無人駅無人駅をををを含含含含めためためためた管理地域管理地域管理地域管理地域に なるに なるに なるに なる強化強化強化強化がががが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
おけるおけるおけるおける券売機等券売機等券売機等券売機等をををを一括一括一括一括してしてしてして掌握掌握掌握掌握するするするする
こととしておりこととしておりこととしておりこととしており、、、、自動券売機及自動券売機及自動券売機及自動券売機及びびびび定定定定
期券発行機期券発行機期券発行機期券発行機ののののメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスについてについてについてについて
、（ ） 。、（ ） 。、（ ） 。、（ ） 。はははは 株 四国鉄機株 四国鉄機株 四国鉄機株 四国鉄機にににに委託委託委託委託しているしているしているしている

・・・・無人駅無人駅無人駅無人駅のののの自動券売機自動券売機自動券売機自動券売機についてについてについてについて故障等故障等故障等故障等
がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、機械機械機械機械がががが自動停止自動停止自動停止自動停止
しししし、、、、管理駅管理駅管理駅管理駅のののの公衆電話公衆電話公衆電話公衆電話にににに自動的自動的自動的自動的にににに連連連連
絡絡絡絡がががが入入入入りりりり、、、、駅員駅員駅員駅員がががが出動出動出動出動しししし、、、、故障時連故障時連故障時連故障時連
絡体制絡体制絡体制絡体制にににに基基基基づきづきづきづき四国鉄機四国鉄機四国鉄機四国鉄機にににに連絡連絡連絡連絡するするするする
システムシステムシステムシステムをををを取取取取っているっているっているっている。。。。

、、、、（（（（４４４４））））運賃表運賃表運賃表運賃表、、、、時刻表時刻表時刻表時刻表 ・・・・本年本年本年本年４４４４月月月月～～～～５５５５月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて５５５５件件件件のののの運賃運賃運賃運賃 ・・・・誤表示対応誤表示対応誤表示対応誤表示対応についてはについてはについてはについてはマニマニマニマニ ・・・・誤表示誤表示誤表示誤表示のののの対応対応対応対応につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては
等等等等のののの誤表示 関係誤表示誤表示 関係誤表示誤表示 関係誤表示誤表示 関係誤表示がががが発生発生発生発生したためしたためしたためしたため、、、、再発防再発防再発防再発防 ュアルュアルュアルュアル化化化化することがすることがすることがすることが望望望望ましましましまし マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル策定策定策定策定のののの検討検討検討検討をををを進進進進めめめめ

止策止策止策止策をををを講講講講じるとともにじるとともにじるとともにじるとともに、、、、全全全全てのてのてのての乗車乗車乗車乗車 いいいい。。。。 てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。
券券券券・・・・掲示物等掲示物等掲示物等掲示物等についてについてについてについて一斉総点検一斉総点検一斉総点検一斉総点検をををを ・・・・あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をとらえてをとらえてをとらえてをとらえて社社社社 ・・・・現場長会議現場長会議現場長会議現場長会議・・・・本社本社本社本社によるによるによるによる現場現場現場現場
実施実施実施実施したしたしたした。。。。そのそのそのその結果結果結果結果８５８５８５８５件件件件のののの誤表示 員等誤表示 員等誤表示 員等誤表示 員等にににに対対対対してしてしてして、、、、乗車券表記 点検乗車券表記 点検乗車券表記 点検乗車券表記 点検・・・・指導指導指導指導のののの場等場等場等場等においてにおいてにおいてにおいて、、、、
がががが発見発見発見発見されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに点検期間中点検期間中点検期間中点検期間中に のに のに のに の重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて、、、、指導指導指導指導のののの 社員社員社員社員・・・・契約社員契約社員契約社員契約社員にににに対対対対してしてしてして、、、、正正正正
新新新新たなたなたなたな誤表示誤表示誤表示誤表示がががが５５５５件発生件発生件発生件発生したしたしたした。。。。 徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りりりり、、、、再発防止再発防止再発防止再発防止にににに積 確積 確積 確積 確なななな業務遂行業務遂行業務遂行業務遂行、、、、安全安定輸送安全安定輸送安全安定輸送安全安定輸送
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・・・・今回今回今回今回のののの総点検総点検総点検総点検においてにおいてにおいてにおいて企画企画企画企画キップキップキップキップ 極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが必要必要必要必要 のののの提供提供提供提供によりによりによりにより、、、、おおおお客客客客さまさまさまさま、、、、地地地地
等等等等においてにおいてにおいてにおいて誤誤誤誤ったったったった表示表示表示表示ではない であるではない であるではない であるではない である。。。。 域域域域のののの方方方方々々々々のののの信頼信頼信頼信頼をををを維持維持維持維持していしていしていしてい
がががが、、、、利用者利用者利用者利用者にわかりにくいにわかりにくいにわかりにくいにわかりにくい表示表示表示表示や くことのや くことのや くことのや くことの大切大切大切大切さをさをさをさを周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底しししし
誤解誤解誤解誤解をををを招招招招きやすいきやすいきやすいきやすい表示等表示等表示等表示等について ますについて ますについて ますについて ます。。。。
順次表現方順次表現方順次表現方順次表現方のののの修正修正修正修正をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

２２２２．．．．情報提供情報提供情報提供情報提供にににに関関関関するするするする ・・・・四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、情報誌情報誌情報誌情報誌とととと ・・・・概概概概ねねねね「「「「鉄軌道業鉄軌道業鉄軌道業鉄軌道業のののの情報提供情報提供情報提供情報提供 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの立場立場立場立場にににに
事項事項事項事項 してしてしてして毎月毎月毎月毎月「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲニュースニュースニュースニュース」」」」をををを駅駅駅駅ブー ガイドラインブー ガイドラインブー ガイドラインブー ガイドライン」」」」にににに沿沿沿沿ったったったった情 立情 立情 立情 立ったわかりやすくったわかりやすくったわかりやすくったわかりやすく、、、、適宜適適宜適適宜適適宜適

スススス等等等等でででで配布配布配布配布しているほかしているほかしているほかしているほか、、、、ホームペホームペホームペホームペ 報提供報提供報提供報提供がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。 切切切切なななな情報提供情報提供情報提供情報提供にににに努努努努めてまいりめてまいりめてまいりめてまいり
ージージージージによりによりによりにより、、、、列車運行情報列車運行情報列車運行情報列車運行情報・・・・空席情空席情空席情空席情 ますますますます。。。。
報等報等報等報等のののの鉄道情報鉄道情報鉄道情報鉄道情報、、、、路線図路線図路線図路線図・・・・時刻表時刻表時刻表時刻表・・・・
運賃等運賃等運賃等運賃等にににに関関関関するするするする情報情報情報情報、、、、駅情報駅情報駅情報駅情報、、、、経営経営経営経営
状況等状況等状況等状況等のののの会社情報会社情報会社情報会社情報、、、、安全安全安全安全・・・・サービスサービスサービスサービス
にににに関関関関するするするする情報等情報等情報等情報等をををを提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。

・・・・列車運行情報列車運行情報列車運行情報列車運行情報についてはについてはについてはについては、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
においてもにおいてもにおいてもにおいても提供提供提供提供できるできるできるできるシステムシステムシステムシステムをををを導導導導
入入入入しているしているしているしている。。。。

・・・・主主主主なななな駅構内駅構内駅構内駅構内にににに「「「「鉄道案内所鉄道案内所鉄道案内所鉄道案内所」」」」というというというという
窓口窓口窓口窓口をををを設設設設けているほかけているほかけているほかけているほか、、、、今年今年今年今年３３３３月月月月１１１１
５５５５日日日日からはからはからはからは 「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ四国電話案内四国電話案内四国電話案内四国電話案内セセセセ、、、、
ンターンターンターンター」」」」をををを開設開設開設開設しししし、、、、８８８８時時時時～～～～２０２０２０２０時時時時まままま
でででで年中無休年中無休年中無休年中無休でででで運賃運賃運賃運賃・・・・料金料金料金料金、、、、企画商品企画商品企画商品企画商品
等等等等をををを案内案内案内案内しているしているしているしている。。。。

３３３３．．．．案内情報案内情報案内情報案内情報にににに関関関関するするするする ・・・・路線案内路線案内路線案内路線案内についてはについてはについてはについては、、、、全全全全２５９２５９２５９２５９駅中駅中駅中駅中 ・・・・掲示物掲示物掲示物掲示物についてはについてはについてはについては、、、、旅客全旅客全旅客全旅客全 ・・・・駅駅駅駅のののの掲示物掲示物掲示物掲示物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、
事項事項事項事項 １５２１５２１５２１５２駅駅駅駅にににに表示表示表示表示、、、、運賃案内運賃案内運賃案内運賃案内についてについてについてについて 般般般般のののの利用利用利用利用しやすさのしやすさのしやすさのしやすさの観点観点観点観点か おか おか おか お客客客客さまにさまにさまにさまに判判判判りやすいりやすいりやすいりやすい掲示内掲示内掲示内掲示内

はははは、、、、全駅全駅全駅全駅においてにおいてにおいてにおいて表示表示表示表示しているしているしているしている。。。。 らもらもらもらも利用者利用者利用者利用者のののの目線目線目線目線にににに立立立立ってってってって 容容容容にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。
・・・・他社線他社線他社線他社線へのへのへのへの乗換乗換乗換乗換についてはについてはについてはについては、、、、車内車内車内車内にににに 定期的定期的定期的定期的なななな改良改良改良改良をををを検討検討検討検討していしていしていしてい
おいておいておいておいて、、、、牟岐線海部駅牟岐線海部駅牟岐線海部駅牟岐線海部駅におけるにおけるにおけるにおける阿佐阿佐阿佐阿佐 くことがくことがくことがくことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。
海岸鉄道及海岸鉄道及海岸鉄道及海岸鉄道及びびびび土讃線後免駅土讃線後免駅土讃線後免駅土讃線後免駅におけるにおけるにおけるにおける ・・・・駅駅駅駅ののののナンバリングナンバリングナンバリングナンバリングについてについてについてについて ・・・・駅駅駅駅ののののナンバリングシールナンバリングシールナンバリングシールナンバリングシールにつにつにつにつ
土佐土佐土佐土佐くろしおくろしおくろしおくろしお鉄道鉄道鉄道鉄道についてについてについてについて、、、、乗乗乗乗りりりり場場場場 はははは、、、、シールシールシールシールによるによるによるによる貼貼貼貼りりりり付付付付け きましてはけ きましてはけ きましてはけ きましては、、、、悪戯等悪戯等悪戯等悪戯等によりによりによりにより剥剥剥剥
案内案内案内案内・・・・列車時刻等列車時刻等列車時刻等列車時刻等をををを案内案内案内案内しているしているしているしている。。。。 のためのためのためのため、、、、一部剥一部剥一部剥一部剥がれていた がされているがれていた がされているがれていた がされているがれていた がされている駅駅駅駅がありますのがありますのがありますのがありますの

・・・・鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅ののののナンバリングナンバリングナンバリングナンバリングについてはについてはについてはについては、、、、 ものがものがものがものが見受見受見受見受けられたのでけられたのでけられたのでけられたので、、、、 でででで整備整備整備整備してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。
平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日からからからから全駅全駅全駅全駅ののののホーホーホーホー 定期的定期的定期的定期的にににに確認確認確認確認することがすることがすることがすることが望望望望
ムムムム、、、、車内車内車内車内、、、、キップキップキップキップ売売売売りりりり場場場場においてにおいてにおいてにおいて表表表表 まれるまれるまれるまれる。。。。
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示示示示しているしているしているしている。。。。

４４４４．．．．バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー対策対策対策対策 ・・・・平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで１１１１日日日日あたあたあたあた ・・・・今後今後今後今後はははは、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携しししし ・・・・１１１１日日日日のののの利用者利用者利用者利用者がががが５５５５千人以上千人以上千人以上千人以上のののの
にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 りのりのりのりの平均的平均的平均的平均的なななな利用者数利用者数利用者数利用者数がががが５５５５千人以上千人以上千人以上千人以上 てててて、、、、５５５５千人以上千人以上千人以上千人以上のののの駅駅駅駅についについについについ 駅駅駅駅のうちのうちのうちのうち、、、、トイレトイレトイレトイレやややや転落防止転落防止転落防止転落防止

のののの駅駅駅駅についてはについてはについてはについては７７７７駅駅駅駅あるがあるがあるがあるが、、、、６６６６駅駅駅駅に てに てに てに てオストメイトオストメイトオストメイトオストメイト型型型型トイレトイレトイレトイレへへへへ 設備等設備等設備等設備等のののの条件条件条件条件がががが未整備未整備未整備未整備のののの駅駅駅駅にににに
ついてはついてはついてはついては、、、、段差段差段差段差へのへのへのへの対応対応対応対応はははは完了完了完了完了して のして のして のして の改修改修改修改修、、、、転落防止設備等転落防止設備等転落防止設備等転落防止設備等の ついてはの ついてはの ついてはの ついては、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度までまでまでまで
いるいるいるいる。。。。残残残残るるるる今治駅今治駅今治駅今治駅についてもについてもについてもについても、、、、今年 整備今年 整備今年 整備今年 整備をををを２２２２２２２２年年年年にににに向向向向けてけてけてけて進進進進め にめ にめ にめ に整備整備整備整備できるようできるようできるようできるよう計画計画計画計画したいしたいしたいしたい
度末度末度末度末にはにはにはには、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化されるされるされるされる予予予予 ていくとともにていくとともにていくとともにていくとともに、、、、５５５５千人未千人未千人未千人未 とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
定定定定であるであるであるである。。。。 満満満満のののの駅駅駅駅ややややバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー整備整備整備整備 またまたまたまた、、、、５５５５千人未満千人未満千人未満千人未満のののの駅駅駅駅ややややバリバリバリバリ

・・・・現地確認現地確認現地確認現地確認したしたしたした４４４４駅駅駅駅（（（（鴨島駅鴨島駅鴨島駅鴨島駅、、、、阿波池阿波池阿波池阿波池 のののの遅遅遅遅れているれているれているれている車両車両車両車両についてについてについてについて アフリーアフリーアフリーアフリー整備整備整備整備のののの遅遅遅遅れているれているれているれている車車車車
田駅田駅田駅田駅、、、、土佐山田駅土佐山田駅土佐山田駅土佐山田駅、、、、多度津駅多度津駅多度津駅多度津駅））））につ もにつ もにつ もにつ もバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をををを計画的 両計画的 両計画的 両計画的 両についてはについてはについてはについては、、、、関係自治体等関係自治体等関係自治体等関係自治体等
いてはいてはいてはいては、、、、誘導誘導誘導誘導ブロックブロックブロックブロック、、、、障害者用障害者用障害者用障害者用トトトト にににに進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要で とで とで とで と連携連携連携連携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながら、、、、整備整備整備整備のののの
イレイレイレイレ 点字券売機点字券売機点字券売機点字券売機がががが設置設置設置設置されていた あるされていた あるされていた あるされていた ある。。。。 検討検討検討検討をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考ええええ、 。、 。、 。、 。
ホームスロープホームスロープホームスロープホームスロープについてはについてはについてはについては、、、、鴨島駅鴨島駅鴨島駅鴨島駅 ・・・・今後今後今後今後、、、、駅員等駅員等駅員等駅員等のののの心心心心ののののバリアバリアバリアバリア ていますていますていますています。。。。
以外以外以外以外のののの駅駅駅駅でででで設置設置設置設置されていたされていたされていたされていた。。。。転落防転落防転落防転落防 フリーフリーフリーフリーをををを一層進一層進一層進一層進めていくこめていくこめていくこめていくこ ・・・・またまたまたまた、、、、駅員等駅員等駅員等駅員等についてはについてはについてはについては、、、、今今今今
止柵止柵止柵止柵についてはについてはについてはについては、、、、鴨島駅鴨島駅鴨島駅鴨島駅・・・・土佐山田土佐山田土佐山田土佐山田 とがとがとがとが期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。 後後後後ともともともとも、、、、サービスサービスサービスサービス介助士等介助士等介助士等介助士等のののの

、、、、駅駅駅駅にはにはにはには設置設置設置設置されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、阿波池田 資格取得阿波池田 資格取得阿波池田 資格取得阿波池田 資格取得をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに
駅駅駅駅・・・・多度津駅多度津駅多度津駅多度津駅にはにはにはには設置設置設置設置されていなされていなされていなされていな 対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、おおおお
いいいい。。。。 客様客様客様客様のののの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった接客接客接客接客サーサーサーサー

・・・・ソフトソフトソフトソフト面面面面でのでのでのでのバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー対策対策対策対策としとしとしとし ビスビスビスビス、、、、心心心心ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をををを
てててて 「「「「身体身体身体身体がががが不自由不自由不自由不自由なおなおなおなお客客客客さまへのさまへのさまへのさまへの 進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、
サービスサービスサービスサービス」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、社員社員社員社員にににに対対対対して ますして ますして ますして ます。。。。
配布配布配布配布しししし、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある利用者利用者利用者利用者にににに対対対対してしてしてして
のののの接客接客接客接客サービスサービスサービスサービスをををを定定定定めているめているめているめている。。。。

・・・・駅係員等駅係員等駅係員等駅係員等のののの「「「「サービスサービスサービスサービス介助士介助士介助士介助士２２２２級級級級」」」」
のののの資格取得資格取得資格取得資格取得をををを推進推進推進推進しておりしておりしておりしており、、、、平成平成平成平成１１１１
９９９９年度年度年度年度までにまでにまでにまでに７８７８７８７８名名名名のののの社員社員社員社員がががが資格資格資格資格をををを
取得取得取得取得しししし、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年８８８８月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在、、、、
２９２９２９２９駅駅駅駅６６６６車掌配置箇所車掌配置箇所車掌配置箇所車掌配置箇所にににに６５６５６５６５名名名名ののののササササ
ービスービスービスービス介助士資格取得者介助士資格取得者介助士資格取得者介助士資格取得者をををを配置配置配置配置してしてしてして
いるいるいるいる。。。。

５５５５．．．．乗継利便等乗継利便等乗継利便等乗継利便等にににに関関関関すすすす ・・・・ダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正をををを行行行行うううう際際際際ににににＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本西日本西日本西日本をををを ・・・・今後今後今後今後ともともともとも、、、、他他他他のののの鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者 ・・・・今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき、、、、ダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正
るるるる事項 始事項 始事項 始事項 始めめめめ、、、、土佐土佐土佐土佐くろしおくろしおくろしおくろしお鉄道等関係各社鉄道等関係各社鉄道等関係各社鉄道等関係各社 ややややバスバスバスバス事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの間間間間のののの乗換乗換乗換乗換 のののの際際際際にはにはにはにはＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本西日本西日本西日本やややや土佐土佐土佐土佐くくくく

とのとのとのとの間間間間においてにおいてにおいてにおいて、、、、連絡調整会議連絡調整会議連絡調整会議連絡調整会議をををを開開開開 のののの利便性利便性利便性利便性のののの確保確保確保確保をををを図図図図るとと ろしおるとと ろしおるとと ろしおるとと ろしお鉄道等鉄道等鉄道等鉄道等、、、、関係各社関係各社関係各社関係各社とのとのとのとの
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催催催催しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとってスムーズスムーズスムーズスムーズなななな乗乗乗乗 もにもにもにもに、、、、自社線内自社線内自社線内自社線内でのでのでのでの乗乗乗乗りりりり継 連携継 連携継 連携継 連携によりによりによりにより乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ利便性利便性利便性利便性のののの
換換換換ができるようができるようができるようができるよう調整調整調整調整をををを行行行行っているっているっているっている。。。。 ぎにぎにぎにぎに関関関関してもしてもしてもしても、、、、更更更更なるなるなるなる利便 確保利便 確保利便 確保利便 確保をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、当社内当社内当社内当社内

・・・・各駅各駅各駅各駅にににに乗乗乗乗りりりり入入入入れているれているれているれているバスバスバスバス事業者等 性事業者等 性事業者等 性事業者等 性のののの確保確保確保確保をををを図図図図るようるようるようるよう、、、、引引引引き でもき でもき でもき でも乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ利便性利便性利便性利便性をををを考慮考慮考慮考慮しししし
とはとはとはとは、、、、ダイヤダイヤダイヤダイヤ改正毎改正毎改正毎改正毎ににににダイヤダイヤダイヤダイヤ情報情報情報情報をををを 続続続続きききき努力努力努力努力することがすることがすることがすることが必要必要必要必要で たで たで たで たダイヤダイヤダイヤダイヤのののの設定等設定等設定等設定等にににに努努努努めていめていめていめてい
共有化共有化共有化共有化しししし、、、、相互相互相互相互のののの乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ利便向上利便向上利便向上利便向上 あるあるあるある。。。。 きたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
にににに努努努努めているめているめているめている。。。。

６６６６．．．．輸送障害時輸送障害時輸送障害時輸送障害時のののの旅客旅客旅客旅客 ・・・・輸送障害発生時輸送障害発生時輸送障害発生時輸送障害発生時のののの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも輸送障害時輸送障害時輸送障害時輸送障害時におけにおけにおけにおけ ・・・・輸送障害時輸送障害時輸送障害時輸送障害時におけるおにおけるおにおけるおにおけるお客客客客さまさまさまさま
対応対応対応対応にににに関関関関するするするする事項 事故等事項 事故等事項 事故等事項 事故等のののの報告報告報告報告、、、、通報並通報並通報並通報並びにびにびにびに対策本部対策本部対策本部対策本部 るるるる利用者利用者利用者利用者へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供につ へのにつ へのにつ へのにつ への情報提供情報提供情報提供情報提供についてはについてはについてはについては、、、、今今今今

のののの設置等設置等設置等設置等のののの体制体制体制体制をををを整備整備整備整備するととも いてするととも いてするととも いてするととも いて、、、、鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者へのへのへのへの対応 後対応 後対応 後対応 後ともともともとも迅速迅速迅速迅速・・・・的確的確的確的確なななな対応対応対応対応にににに努努努努
にににに、、、、乗客及乗客及乗客及乗客及びびびび駅駅駅駅におけるにおけるにおけるにおける利用者利用者利用者利用者への がへの がへの がへの が適切適切適切適切にににに図図図図られるようられるようられるようられるよう継続継続継続継続 めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。
対応対応対応対応、、、、事故等事故等事故等事故等のののの情報提供情報提供情報提供情報提供のののの方法等方法等方法等方法等に してに してに してに して取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが望望望望まれまれまれまれ
ついてとりまとめたついてとりまとめたついてとりまとめたついてとりまとめた「「「「異常時旅客対異常時旅客対異常時旅客対異常時旅客対 るるるる。。。。
応応応応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル 「「「「輸送障害時対応輸送障害時対応輸送障害時対応輸送障害時対応」、」、」、」、
マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」等等等等をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。
これらのこれらのこれらのこれらのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルについてはについてはについてはについては、、、、非非非非
常時常時常時常時にににに対応対応対応対応できるようにできるようにできるようにできるように、、、、全社員全社員全社員全社員にににに
携帯用携帯用携帯用携帯用マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを配布配布配布配布していしていしていしてい
るるるる。。。。

・・・・輸送障害輸送障害輸送障害輸送障害がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、輸送指輸送指輸送指輸送指
令令令令にににに情報情報情報情報がががが入入入入りりりり、、、、走行中走行中走行中走行中のののの列車列車列車列車につにつにつにつ
いてはいてはいてはいては、、、、列車乗務員列車乗務員列車乗務員列車乗務員にににに列車無線列車無線列車無線列車無線でででで連連連連

、 。、 。、 。、 。絡絡絡絡しししし 列車内列車内列車内列車内のののの乗客乗客乗客乗客にににに案内放送案内放送案内放送案内放送するするするする
有人駅有人駅有人駅有人駅についてはについてはについてはについては、、、、駅員駅員駅員駅員にににに電話電話電話電話、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ
ＡＸ、ＡＸ、ＡＸ、ＡＸ、メールメールメールメール等等等等でででで連絡連絡連絡連絡しししし、、、、案内放送案内放送案内放送案内放送
するするするする。。。。無人駅無人駅無人駅無人駅についてはについてはについてはについては、、、、輸送指令輸送指令輸送指令輸送指令
からからからから直接遠隔一斉放送直接遠隔一斉放送直接遠隔一斉放送直接遠隔一斉放送をををを行行行行っていっていっていってい
るるるる。。。。同時同時同時同時にににに、、、、輸送指令輸送指令輸送指令輸送指令からからからから広報室広報室広報室広報室にににに
もももも情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行いいいい、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミにににに対対対対しししし
てててて情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、ホームホームホームホーム
ページページページページへへへへ入力入力入力入力しししし発信発信発信発信をををを行行行行うこととしうこととしうこととしうこととし
ているているているている

・・・・輸送障害発生時輸送障害発生時輸送障害発生時輸送障害発生時からからからから運転再開運転再開運転再開運転再開までにまでにまでにまでに
概概概概ねねねね２２２２時間時間時間時間をををを越越越越えるとえるとえるとえると予想予想予想予想されるされるされるされる場場場場
合合合合にはにはにはには代行輸送代行輸送代行輸送代行輸送をををを検討検討検討検討することとしすることとしすることとしすることとし
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ておりておりておりており、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめバスバスバスバス事業者等事業者等事業者等事業者等とととと
協議協議協議協議してしてしてして迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制をををを整整整整
えているえているえているえている。。。。またまたまたまた、、、、列車列車列車列車がががが遅遅遅遅れたれたれたれた場合場合場合場合
はははは遅遅遅遅れのれのれのれの時間時間時間時間にににに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、おおおお客客客客さまさまさまさま
のののの申出申出申出申出によりによりによりにより遅延証明遅延証明遅延証明遅延証明をををを発行発行発行発行していしていしていしてい
るるるる。。。。

・・・・遅延情報遅延情報遅延情報遅延情報についてはについてはについてはについては、、、、駅前掲示駅前掲示駅前掲示駅前掲示、、、、駅駅駅駅
構内放送構内放送構内放送構内放送、、、、報道機関報道機関報道機関報道機関へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを
行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ四国四国四国四国ホームペーホームペーホームペーホームペー
ジジジジによるによるによるによるリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムのののの運行情報運行情報運行情報運行情報のののの
提供提供提供提供をををを行行行行いいいい、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン及及及及びびびび携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
からからからから情報収集情報収集情報収集情報収集ができるようになってができるようになってができるようになってができるようになって
いるいるいるいる。。。。

７７７７．．．．災害対応等危機管災害対応等危機管災害対応等危機管災害対応等危機管 ・・・・災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対応対応対応対応についてについてについてについて 「「「「重大重大重大重大 ・・・・今後今後今後今後もももも地震地震地震地震、、、、台風等台風等台風等台風等のののの災害災害災害災害 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも自然災害自然災害自然災害自然災害、、、、重大事故重大事故重大事故重大事故、、、、、、、、
理理理理にににに関関関関するするするする事項 事故発生時事項 事故発生時事項 事故発生時事項 事故発生時のののの対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル 「「「「大大大大 をををを想定想定想定想定したしたしたした危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの 及及及及びびびびテロテロテロテロ行為等行為等行為等行為等にににに対対対対するするするする危機管危機管危機管危機管」、」、」、」、

地震発生時地震発生時地震発生時地震発生時のののの対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」等等等等をををを 充実充実充実充実をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが望 理体制望 理体制望 理体制望 理体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま
定定定定めてめてめてめて、、、、作業分担作業分担作業分担作業分担、、、、事故報告及事故報告及事故報告及事故報告及びびびび情情情情 まれるまれるまれるまれる。。。。 すすすす。。。。
報提供報提供報提供報提供についてについてについてについて規定規定規定規定しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にににに対対対対
しししし車内放送及車内放送及車内放送及車内放送及びびびび構内放送等構内放送等構内放送等構内放送等によりによりによりにより災災災災
害情報等害情報等害情報等害情報等のののの提供提供提供提供をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

・・・・災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法にににに基基基基づくづくづくづく防災業務計防災業務計防災業務計防災業務計
画画画画「「「「東南海東南海東南海東南海・・・・南海地震編南海地震編南海地震編南海地震編 、、、、国民保国民保国民保国民保」」」」
護法護法護法護法にににに基基基基づくづくづくづく「「「「国民保護業務計画国民保護業務計画国民保護業務計画国民保護業務計画」」」」
をををを作成作成作成作成しししし、、、、地震地震地震地震やややや武力攻撃武力攻撃武力攻撃武力攻撃にににに対対対対してしてしてして
のののの体制整備体制整備体制整備体制整備にににに努努努努めているめているめているめている。。。。

・・・・訓練関係訓練関係訓練関係訓練関係についてはについてはについてはについては、、、、今年今年今年今年５５５５月月月月にににに北北北北
海道洞爺湖海道洞爺湖海道洞爺湖海道洞爺湖サミットサミットサミットサミットをををを見据見据見据見据えたえたえたえたテロテロテロテロ
対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、高松駅高松駅高松駅高松駅においてにおいてにおいてにおいて県警県警県警県警とととと
市消防局合同市消防局合同市消防局合同市消防局合同でででで生物化学剤対応訓練生物化学剤対応訓練生物化学剤対応訓練生物化学剤対応訓練
をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。

・・・・毎年毎年毎年毎年１２１２１２１２月月月月にはにはにはには総合事故対策訓練総合事故対策訓練総合事故対策訓練総合事故対策訓練をををを
実施実施実施実施しししし、、、、救助救助救助救助やややや避難等避難等避難等避難等のののの訓練訓練訓練訓練をををを行行行行っっっっ
ているているているている。。。。さらにさらにさらにさらに毎年毎年毎年毎年９９９９月月月月にはにはにはには、、、、防災防災防災防災
業務計画業務計画業務計画業務計画にににに基基基基づきづきづきづき地震地震地震地震・・・・津波防災訓津波防災訓津波防災訓津波防災訓
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練練練練をををを実施実施実施実施しししし、、、、地震地震地震地震・・・・津波発生時津波発生時津波発生時津波発生時のののの即即即即
応体制応体制応体制応体制のののの確立確立確立確立にににに努努努努めているめているめているめている。。。。

８８８８．．．．駅係員駅係員駅係員駅係員にににに関関関関するするするする事事事事 ・・・・四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道におけるにおけるにおけるにおける駅駅駅駅のののの総数総数総数総数はははは、、、、 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも定期的定期的定期的定期的なななな研修研修研修研修をををを行行行行 ・・・・弊社弊社弊社弊社ではではではでは、、、、フロントフロントフロントフロント業務業務業務業務にににに係係係係
、、、、項項項項 ２５９２５９２５９２５９駅駅駅駅でででで、、、、このうちこのうちこのうちこのうち８１８１８１８１駅駅駅駅にににに駅係駅係駅係駅係 うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 わるわるわるわる社員社員社員社員・・・・契約社員契約社員契約社員契約社員をををを対象対象対象対象にににに

員員員員をををを配置配置配置配置しししし、、、、簡易委託簡易委託簡易委託簡易委託をををを４５４５４５４５駅駅駅駅でででで実 接客技術実 接客技術実 接客技術実 接客技術のののの向上向上向上向上、、、、サービスサービスサービスサービス意意意意
施施施施しておりしておりしておりしており、、、、残残残残りのりのりのりの１３３１３３１３３１３３駅駅駅駅はははは無人 識無人 識無人 識無人 識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るためるためるためるため、、、、各種研各種研各種研各種研
駅駅駅駅となっているとなっているとなっているとなっている。。。。 修修修修をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。今後今後今後今後もももも

・・・・平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで駅業務駅業務駅業務駅業務にににに 計画的計画的計画的計画的にににに実施実施実施実施しししし、、、、おおおお客様満足客様満足客様満足客様満足
。。。。従事従事従事従事するするするする社員社員社員社員はははは、、、、６３２６３２６３２６３２人人人人でででで、、、、このこのこのこの 向上向上向上向上にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります

うちうちうちうち１９９１９９１９９１９９人人人人がががが契約社員契約社員契約社員契約社員であるであるであるである。。。。
・・・・接遇研修接遇研修接遇研修接遇研修についてはについてはについてはについては、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、駅長駅長駅長駅長かかかか
らららら契約社員契約社員契約社員契約社員までまでまでまでポストポストポストポストにににに応応応応じたじたじたじた各種各種各種各種
研修研修研修研修をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、サービサービサービサービ
スススス介助士介助士介助士介助士２２２２級資格取得級資格取得級資格取得級資格取得のためののためののためののためのサーサーサーサー
ビスビスビスビス介助士研修介助士研修介助士研修介助士研修をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。

９９９９．．．．利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見意見意見意見 ・・・・利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見窓口意見窓口意見窓口意見窓口についてはについてはについてはについては、、、、 ・・・・今後今後今後今後はははは、、、、さらにさらにさらにさらに迅速迅速迅速迅速にににに回答回答回答回答 ・・・・弊社弊社弊社弊社ではではではでは、、、、おおおお客客客客さまからのごさまからのごさまからのごさまからのご
等等等等にににに関関関関するするするする事項 駅長配置事項 駅長配置事項 駅長配置事項 駅長配置のののの３１３１３１３１駅駅駅駅にににに配置配置配置配置されている できるされている できるされている できるされている できるシステムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築につにつにつにつ 意見等意見等意見等意見等についてはについてはについてはについては、、、、内容等内容等内容等内容等のののの

」 、」 、」 、」 、ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあいボックスボックスボックスボックス 、、、、ホホホホ いていていていて検討検討検討検討がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 事実関係事実関係事実関係事実関係のののの調査調査調査調査・・・・確認確認確認確認をををを行行行行いいいい
ームページームページームページームページへのへのへのへのメールメールメールメール 手紙 電話 会社幹部手紙 電話 会社幹部手紙 電話 会社幹部手紙 電話 会社幹部をををを委員委員委員委員としたとしたとしたとしたサービサービサービサービ、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、
駅員駅員駅員駅員へのへのへのへの直接意見等直接意見等直接意見等直接意見等があるがあるがあるがある。。。。それらそれらそれらそれら スススス推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会のののの場場場場でででで、、、、今後今後今後今後のののの
についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年４４４４月月月月からからからから意 対応及意 対応及意 対応及意 対応及びおびおびおびお客客客客さまへのさまへのさまへのさまへの回答回答回答回答にににに
見等見等見等見等をふれあいをふれあいをふれあいをふれあいボックスシステムボックスシステムボックスシステムボックスシステムと ついてと ついてと ついてと ついて、、、、審議審議審議審議・・・・決定決定決定決定していましていましていましていま
してしてしてしてデータベースデータベースデータベースデータベース化化化化してしてしてして業務業務業務業務のののの効率効率効率効率 すすすす。。。。ただしただしただしただし、、、、緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するもするもするもするも
化化化化をををを図図図図っているっているっているっている 意見等意見等意見等意見等については のなどはについては のなどはについては のなどはについては のなどは、、、、優先優先優先優先してしてしてして対応対応対応対応してしてしてして。 、。 、。 、。 、
利用者利用者利用者利用者のののの声声声声がががが全社員全社員全社員全社員にににに届届届届くようにくようにくようにくように、、、、 おりますおりますおりますおります。。。。
パソコンパソコンパソコンパソコンののののグループネットグループネットグループネットグループネットによりによりによりにより直直直直
近近近近１１１１ヶヶヶヶ月分月分月分月分についてはについてはについてはについては全社員全社員全社員全社員がががが閲覧閲覧閲覧閲覧
することができるようにしているすることができるようにしているすることができるようにしているすることができるようにしている。。。。

・・・・提出提出提出提出されたされたされたされた意見等意見等意見等意見等のののの対応対応対応対応にににに関関関関してしてしてして
はははは、、、、１７１７１７１７年年年年４４４４月月月月からからからからフローチャートフローチャートフローチャートフローチャート
によりによりによりによりサービスサービスサービスサービス担当部門担当部門担当部門担当部門にににに集約集約集約集約するするするする
こととしておりこととしておりこととしておりこととしており、、、、回答後回答後回答後回答後はすべてはすべてはすべてはすべて毎毎毎毎
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月第月第月第月第３３３３火曜日火曜日火曜日火曜日にににに開催開催開催開催されるされるされるされるサービスサービスサービスサービス
推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会にににに報告報告報告報告されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、１１１１
８８８８年年年年９９９９月月月月からからからからチェックチェックチェックチェック機能機能機能機能のののの強化強化強化強化をををを
図図図図るためるためるためるため、、、、特特特特にににに緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するものするものするものするもの、、、、
単単単単なるなるなるなる問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ、、、、パターンパターンパターンパターン化化化化されされされされ
たたたた意見以外意見以外意見以外意見以外についてはについてはについてはについては、、、、サービスサービスサービスサービス推推推推
進委員会進委員会進委員会進委員会のののの承認承認承認承認をををを経経経経てててて回答回答回答回答することすることすることすること
となったとなったとなったとなった。。。。

・・・・１９１９１９１９年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける意見等意見等意見等意見等のののの総数総数総数総数はははは
１１１１，，，，７９０７９０７９０７９０件件件件でででで、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち約約約約６０６０６０６０％％％％
にあたるにあたるにあたるにあたる１１１１，，，，０８７０８７０８７０８７件件件件についてはについてはについてはについては、、、、
サービスサービスサービスサービス推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会をををを経由経由経由経由することすることすることすること
となりとなりとなりとなり、、、、回答回答回答回答までにまでにまでにまでに１１１１ヶヶヶヶ月以上期間月以上期間月以上期間月以上期間
をををを要要要要するするするする場合場合場合場合があるがあるがあるがある。。。。

・・・・回答回答回答回答についてはについてはについてはについては、、、、利用者利用者利用者利用者にににに直接回答直接回答直接回答直接回答
するほかするほかするほかするほか、、、、駅構内駅構内駅構内駅構内にににに掲示掲示掲示掲示してしてしてして改善内改善内改善内改善内
容容容容をををを情報提供情報提供情報提供情報提供しているしているしているしている。。。。

１０１０１０１０．．．．そのそのそのその他他他他ののののサービサービサービサービ ・・・・ 列車内列車内列車内列車内でででで暴力行為等暴力行為等暴力行為等暴力行為等がががが発生発生発生発生したしたしたした場場場場 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、犯罪行為犯罪行為犯罪行為犯罪行為についについについについ ・・・・今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき、、、、各県各県各県各県のののの鉄道鉄道鉄道鉄道「「「「
ススススにににに関関関関するするするする事項 合事項 合事項 合事項 合のののの対応方対応方対応方対応方についてについてについてについて」」」」のののの通達通達通達通達をををを発出発出発出発出 てはてはてはては、、、、警察等警察等警察等警察等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを持 警察隊持 警察隊持 警察隊持 警察隊とととと連携連携連携連携しししし、、、、駅構内駅構内駅構内駅構内、、、、列列列列

（（（（１１１１））））迷惑行為迷惑行為迷惑行為迷惑行為へのへのへのへの対対対対 しししし、、、、暴力行為等暴力行為等暴力行為等暴力行為等があったがあったがあったがあった場合場合場合場合のののの手順手順手順手順 ちちちち、、、、適切適切適切適切にににに対応対応対応対応していくこしていくこしていくこしていくこ 車内車内車内車内のののの安全安全安全安全のののの維持確保維持確保維持確保維持確保にににに努努努努めめめめ
応 等応 等応 等応 等についてについてについてについて各駅各駅各駅各駅にににに対対対対してしてしてして指示指示指示指示をををを行行行行っ とがっ とがっ とがっ とが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。

ているているているている。。。。
・・・・ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本西日本西日本西日本「「「「特急特急特急特急サンダーバードサンダーバードサンダーバードサンダーバード事事事事
件件件件」」」」をををを受受受受けけけけ、、、、車内巡回車内巡回車内巡回車内巡回をををを強化強化強化強化するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年７７７７月月月月からすべてからすべてからすべてからすべて
のののの車両車両車両車両のののの客室出入客室出入客室出入客室出入りりりり口付近及口付近及口付近及口付近及びびびび身障身障身障身障
者者者者トイレトイレトイレトイレ内内内内のののの非常通報器付近非常通報器付近非常通報器付近非常通報器付近にににに「Ｓ「Ｓ「Ｓ「Ｓ
ＯＳＯＳＯＳＯＳシールシールシールシール」」」」をををを貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけ、、、、非常通報非常通報非常通報非常通報
器器器器のののの設置場所設置場所設置場所設置場所をををを判判判判りやすくしたりやすくしたりやすくしたりやすくした。。。。

・・・・本年本年本年本年５５５５月月月月にはにはにはには、、、、高松運転所構内高松運転所構内高松運転所構内高松運転所構内におにおにおにお 。。。。
いていていていて鉄道警察隊鉄道警察隊鉄道警察隊鉄道警察隊とととと合同合同合同合同でででで「「「「列車内列車内列車内列車内にににに
おけるおけるおけるおける事件発生時事件発生時事件発生時事件発生時のののの初動対応訓練初動対応訓練初動対応訓練初動対応訓練」」」」
をををを実施実施実施実施しししし、、、、車内暴力及車内暴力及車内暴力及車内暴力及びわいせつびわいせつびわいせつびわいせつ行行行行
為為為為についてのについてのについてのについての対応方対応方対応方対応方についてについてについてについて訓練訓練訓練訓練をををを
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行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに訓練後検討会訓練後検討会訓練後検討会訓練後検討会もももも実施実施実施実施しししし
たたたた。。。。

（（（（２２２２））））優先席優先席優先席優先席のののの取扱取扱取扱取扱いいいい ・・・・優先席優先席優先席優先席をををを普通列車及普通列車及普通列車及普通列車及びびびび特急列車特急列車特急列車特急列車にににに設設設設 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、利用者利用者利用者利用者のののの意見等意見等意見等意見等 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも社会動向社会動向社会動向社会動向やおやおやおやお客様客様客様客様のののの
けけけけ、、、、優先席優先席優先席優先席のののの背後背後背後背後のののの窓窓窓窓やややや見見見見やすいやすいやすいやすい位位位位 をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、取扱取扱取扱取扱いについ ごいについ ごいについ ごいについ ご要望要望要望要望などをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検討検討検討検討・・・・
置置置置にににに優先座席優先座席優先座席優先座席であることをであることをであることをであることを示示示示すすすすステステステステ てててて改善改善改善改善していくことがしていくことがしていくことがしていくことが望望望望まままま 改善改善改善改善してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。
ッカーッカーッカーッカーをををを貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけ（（（（マリンライナーマリンライナーマリンライナーマリンライナー れるれるれるれる。。。。
についてはについてはについてはについては、、、、座席座席座席座席シートカバーシートカバーシートカバーシートカバーのののの色色色色
でででで））））優先席優先席優先席優先席であることをであることをであることをであることを車内及車内及車内及車内及びびびび車車車車
外外外外からからからから識別識別識別識別できるようにしてできるようにしてできるようにしてできるようにして、、、、利用利用利用利用
者者者者からのからのからのからの協力協力協力協力がががが得得得得られるようにしてられるようにしてられるようにしてられるようにして
いるいるいるいる。。。。

・・・・利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するするするする座席座席座席座席のののの譲譲譲譲りりりり合合合合いにいにいにいに関関関関
するするするする放送放送放送放送についてはについてはについてはについては、、、、おおおお年寄年寄年寄年寄りりりり、、、、身身身身
体体体体のののの不自由不自由不自由不自由なななな方方方方、、、、乳幼児連乳幼児連乳幼児連乳幼児連れれれれ、、、、妊婦妊婦妊婦妊婦
についてについてについてについて行行行行っているっているっているっている。。。。

（（（（３３３３））））携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの取扱取扱取扱取扱 ・・・・車内車内車内車内でのでのでのでの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの使用使用使用使用についてについてについてについて、、、、 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見、、、、 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき車内放送車内放送車内放送車内放送、、、、車内案内車内案内車内案内車内案内
いいいい 車内放送及車内放送及車内放送及車内放送及びびびび車内案内用車内案内用車内案内用車内案内用テロップテロップテロップテロップでででで 他社他社他社他社のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ 用用用用テロップテロップテロップテロップ等等等等ででででマナーマナーマナーマナー遵守遵守遵守遵守をををを

協力協力協力協力をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける他他他他、、、、車掌車掌車掌車掌がががが車内巡車内巡車内巡車内巡 てててて、、、、取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて改善改善改善改善しししし 呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける他他他他、、、、車掌車掌車掌車掌がががが車内巡車内巡車内巡車内巡
回時回時回時回時にににに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを使用使用使用使用しているしているしているしている人人人人を ていくことがを ていくことがを ていくことがを ていくことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 回時回時回時回時にににに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを使用使用使用使用していしていしていしてい
見見見見かけたかけたかけたかけた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、声声声声をかけるよう るをかけるよう るをかけるよう るをかけるよう る人人人人をををを見見見見かけたかけたかけたかけた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、声声声声
にしているにしているにしているにしている。。。。 かけをかけをかけをかけを行行行行なうなどなうなどなうなどなうなど、、、、おおおお客客客客さまさまさまさま

。。。。・・・・普通列車及普通列車及普通列車及普通列車及びびびび快速列車快速列車快速列車快速列車（（（（デッキデッキデッキデッキのな へごのな へごのな へごのな へご協力協力協力協力をををを求求求求めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります
） 、「 、） 、「 、） 、「 、） 、「 、いいいい車両車両車両車両 についてはについてはについてはについては 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは

優先席付近優先席付近優先席付近優先席付近ではではではでは電源電源電源電源をおをおをおをお切切切切りくださりくださりくださりくださ
いいいい。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外ではではではではマナーモードマナーモードマナーモードマナーモードにににに設設設設
定定定定のののの上上上上、、、、通話通話通話通話はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください 」」」」。。。。
とととと案内案内案内案内をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、特急列車特急列車特急列車特急列車（（（（デデデデ
ッキッキッキッキのあるのあるのあるのある列車列車列車列車））））についてはについてはについてはについては、、、、デッデッデッデッ
キキキキでのでのでのでの使用使用使用使用をををを案内案内案内案内しているしているしているしている。。。。

（（（（４４４４））））受動喫煙防止対受動喫煙防止対受動喫煙防止対受動喫煙防止対 ・・・・駅構内駅構内駅構内駅構内にににに喫煙喫煙喫煙喫煙コーナーコーナーコーナーコーナーをををを設置設置設置設置しししし、、、、分分分分 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見、、、、 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも、、、、社会社会社会社会のののの情勢情勢情勢情勢、、、、おおおお客客客客
策 煙対策策 煙対策策 煙対策策 煙対策をををを行行行行っているっているっているっている。。。。 他社他社他社他社のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等をををを踏踏踏踏まえ さまのごまえ さまのごまえ さまのごまえ さまのご意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、受受受受

・・・・車両車両車両車両についてはについてはについてはについては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで、、、、普通列普通列普通列普通列 てててて、、、、取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて改善改善改善改善しししし 動喫煙防止動喫煙防止動喫煙防止動喫煙防止にににに努努努努めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま
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車車車車のののの全面禁煙全面禁煙全面禁煙全面禁煙やややや特急列車特急列車特急列車特急列車のののの一部一部一部一部でででで禁禁禁禁 ていくことがていくことがていくことがていくことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 すすすす。。。。
煙煙煙煙ルームルームルームルームをををを設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど分煙対策分煙対策分煙対策分煙対策をををを
行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月１５１５１５１５
日日日日ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正よりよりよりより四国四国四国四国～～～～岡山間岡山間岡山間岡山間、、、、
四国内四国内四国内四国内をををを発着発着発着発着するすべてのするすべてのするすべてのするすべての特急列車特急列車特急列車特急列車

（（（（寝台特急寝台特急寝台特急寝台特急をををを除除除除くくくく））））についてについてについてについて全席禁煙全席禁煙全席禁煙全席禁煙
化化化化をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。

（（（（５５５５））））応急救護講習応急救護講習応急救護講習応急救護講習のののの ・・・・ＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ設置駅設置駅設置駅設置駅（（（（高松高松高松高松、、、、坂出坂出坂出坂出、、、、松山松山松山松山、、、、 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者のたのたのたのた ・・・・引引引引きききき続続続続ききききＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ設置駅設置駅設置駅設置駅のののの社員社員社員社員
実施 徳島実施 徳島実施 徳島実施 徳島、、、、高知高知高知高知））））のののの社員社員社員社員をををを対象対象対象対象にににに、、、、平成平成平成平成 めにめにめにめに講習講習講習講習・・・・訓練訓練訓練訓練をををを継続継続継続継続して をして をして をして を対象対象対象対象にににに、、、、応急救護訓練応急救護訓練応急救護訓練応急救護訓練をををを実実実実

１８１８１８１８年度年度年度年度からからからからＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ使用訓練使用訓練使用訓練使用訓練をををを含含含含む いくことがむ いくことがむ いくことがむ いくことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 施施施施しししし、、、、おおおお客客客客さまにさまにさまにさまに安心安心安心安心してごしてごしてごしてご
応急救護訓練応急救護訓練応急救護訓練応急救護訓練をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。１９１９１９１９ 利用利用利用利用いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう取取取取りりりり組組組組んんんん
年度年度年度年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、３３３３回実施回実施回実施回実施しししし、、、、２４２４２４２４ でまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。
人人人人のののの社員社員社員社員がががが受講受講受講受講したしたしたした。。。。

６６６６ パークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライド ・・・・パークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライドについてはについてはについてはについては、、、、現在現在現在現在、、、、 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、利用者利便利用者利便利用者利便利用者利便のたのたのたのた ・・・・パークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライド及及及及びびびび車車車車ｄｅｄｅｄｅｄｅトトトト（ ） 、（ ） 、（ ） 、（ ） 、
車車車車ｄｅｄｅｄｅｄｅトレイントレイントレイントレインのののの実 高松駅実 高松駅実 高松駅実 高松駅、、、、徳島駅徳島駅徳島駅徳島駅、、、、松山駅松山駅松山駅松山駅でででで実施実施実施実施して めにして めにして めにして めに継続継続継続継続していくことがしていくことがしていくことがしていくことが望望望望 レインレインレインレイン駐車場駐車場駐車場駐車場のののの整備整備整備整備につきまにつきまにつきまにつきま
施状況施状況施状況施状況 おりおりおりおり、、、、各駅発着各駅発着各駅発着各駅発着でででで鉄道利用往復鉄道利用往復鉄道利用往復鉄道利用往復タイタイタイタイ まれるまれるまれるまれる。。。。 してはしてはしてはしては、、、、鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者のののの利便性利便性利便性利便性

ププププのののの乗車券類乗車券類乗車券類乗車券類をををを１１１１人人人人３３３３，，，，００００００００００００円以 向上円以 向上円以 向上円以 向上のためのためのためのため拡大拡大拡大拡大をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい
上購入上購入上購入上購入したしたしたした場合場合場合場合、、、、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの駐車場駐車場駐車場駐車場を りますを りますを りますを ります。。。。
２４２４２４２４時間以内時間以内時間以内時間以内１１１１，，，，００００００００００００円円円円（（（（松山駅松山駅松山駅松山駅
についてはについてはについてはについては、、、、２４２４２４２４時間時間時間時間までまでまでまで無料無料無料無料））））でででで
利用利用利用利用できるできるできるできるシステムシステムシステムシステムであるであるであるである。。。。１９１９１９１９年年年年
度度度度についてはについてはについてはについては、、、、２０２０２０２０，，，，８５６８５６８５６８５６件件件件のののの利利利利
用用用用があったがあったがあったがあった。。。。

・・・・車車車車ｄｅｄｅｄｅｄｅトレイントレイントレイントレインについてはについてはについてはについては、、、、上記以上記以上記以上記以
外外外外のののの四国内四国内四国内四国内３６３６３６３６駅駅駅駅でででで実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、
各駅発着各駅発着各駅発着各駅発着でででで鉄道利用往復鉄道利用往復鉄道利用往復鉄道利用往復タイプタイプタイプタイプのののの乗乗乗乗
車券類車券類車券類車券類をををを１１１１人人人人２２２２，，，，００００００００００００円以上購入円以上購入円以上購入円以上購入
したしたしたした場合場合場合場合１１１１暦日無料暦日無料暦日無料暦日無料、、、、４４４４，，，，００００００００００００円円円円
以上以上以上以上でででで２２２２暦日無料暦日無料暦日無料暦日無料でででで利用利用利用利用できるできるできるできるシスシスシスシス
テムテムテムテムであるであるであるである。。。。１９１９１９１９年度年度年度年度についてはについてはについてはについては、、、、
１１４１１４１１４１１４，，，，９３０９３０９３０９３０件件件件のののの利用利用利用利用があったがあったがあったがあった。。。。


