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高松琴平電気鉄道株式会社高松琴平電気鉄道株式会社高松琴平電気鉄道株式会社高松琴平電気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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気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 ・・・・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、、、、 ・・・・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、、、、関係法令関係法令関係法令関係法令・・・・
（（（（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 ９９９９年年年年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うううう 諸手続諸手続諸手続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 通達通達通達通達にににに基基基基づいてづいてづいてづいて適正適正適正適正にににに処理処理処理処理すすすす
にににに基基基基づくづくづくづく諸手続等 上限運賃諸手続等 上限運賃諸手続等 上限運賃諸手続等 上限運賃のののの変更変更変更変更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。。。。そ ているそ ているそ ているそ ている。。。。 るようにいたしまするようにいたしまするようにいたしまするようにいたします。。。。

、 、、 、、 、、 、のののの後 運賃関係後 運賃関係後 運賃関係後 運賃関係のののの届出等届出等届出等届出等についてはについてはについてはについては
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、、、、諸手続諸手続諸手続諸手続きききき
等等等等はははは適正適正適正適正にににに処理処理処理処理されていたされていたされていたされていた。。。。

・・・・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条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく
、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、運賃表 料金表 時刻表等運賃表 料金表 時刻表等運賃表 料金表 時刻表等運賃表 料金表 時刻表等についてについてについてについて

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（（（（岡本駅岡本駅岡本駅岡本駅、、、、空港通空港通空港通空港通
りりりり駅駅駅駅、、、、仏生山駅仏生山駅仏生山駅仏生山駅、、、、木太東口駅木太東口駅木太東口駅木太東口駅））））につにつにつにつ
いてはいてはいてはいては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されていされていされてい
たたたた。。。。

・・・・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条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づづづづ
くくくく乗車券乗車券乗車券乗車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についてはについてはについてはについては、、、、
試験発券試験発券試験発券試験発券されたされたされたされた乗車券乗車券乗車券乗車券、、、、定期乗車券定期乗車券定期乗車券定期乗車券
等等等等についてについてについてについて確認確認確認確認したところしたところしたところしたところ、、、、通用区通用区通用区通用区
間間間間、、、、通用期間通用期間通用期間通用期間、、、、運賃額及運賃額及運賃額及運賃額及びびびび発行日発行日発行日発行日にににに
ついてついてついて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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、他社他社他社他社
割引割引割引割引・・・・企画乗車券企画乗車券企画乗車券企画乗車券 とのとのとのとの連絡運輸等連絡運輸等連絡運輸等連絡運輸等についてはについてはについてはについては実施実施実施実施してしてしてして

いないいないいないいない。。。。
・・・・企画乗車券類企画乗車券類企画乗車券類企画乗車券類についてはについてはについてはについては、、、、１１１１，，，，２０２０２０２０
００００円円円円でででで１１１１日全線乗日全線乗日全線乗日全線乗りりりり放題放題放題放題のののの「「「「１１１１日日日日フフフフ
リーリーリーリーきっぷきっぷきっぷきっぷ」」」」及及及及びびびび当社全線当社全線当社全線当社全線とととと四国旅四国旅四国旅四国旅
客鉄道客鉄道客鉄道客鉄道のののの指定区間指定区間指定区間指定区間がががが１１１１日乗日乗日乗日乗りりりり放題放題放題放題とととと
なるなるなるなる「「「「ことでんことでんことでんことでん・・・・ＪＲＪＲＪＲＪＲくるりくるりくるりくるり～～～～んきんきんきんき
っぷっぷっぷっぷ」」」」をををを発売発売発売発売しているほかしているほかしているほかしているほか、、、、高松市高松市高松市高松市
中央商店街振興組合連合会中央商店街振興組合連合会中央商店街振興組合連合会中央商店街振興組合連合会（（（（８８８８商店商店商店商店
街街街街））））でででで一定金額以上一定金額以上一定金額以上一定金額以上のののの買買買買いいいい物物物物をされをされをされをされ
たたたた方方方方にににに対対対対してしてしてして、、、、電車電車電車電車・・・・バスバスバスバス・・・・タクシタクシタクシタクシ
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ーーーーでででで１００１００１００１００円券円券円券円券としてとしてとしてとして利用利用利用利用できるできるできるできる
「「「「共通乗共通乗共通乗共通乗りりりり物券物券物券物券」」」」をををを配布配布配布配布しているしているしているしている。。。。
そのそのそのその他各種他各種他各種他各種イベントイベントイベントイベントにににに応応応応じたじたじたじた割引乗割引乗割引乗割引乗
車券車券車券車券のののの発行発行発行発行をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

・・・・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てはについてはについてはについては、、、、平平平平
成成成成１７１７１７１７年年年年２２２２月月月月２２２２日日日日からからからから公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関
ではではではでは四国四国四国四国でででで初初初初めてとなるめてとなるめてとなるめてとなるＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード
乗車券乗車券乗車券乗車券（ＩｒｕＣａ）（ＩｒｕＣａ）（ＩｒｕＣａ）（ＩｒｕＣａ）をををを導入導入導入導入しししし、、、、初初初初
回回回回のののの利用利用利用利用からからからから割引運賃割引運賃割引運賃割引運賃（（（（５５５５％）％）％）％）をををを適適適適
用用用用しししし、、、、割引率割引率割引率割引率はははは１１１１ヶヶヶヶ月月月月のののの利用回数利用回数利用回数利用回数にににに
よりよりよりより段階的段階的段階的段階的ににににアップアップアップアップするするするする方式方式方式方式をとっをとっをとっをとっ
ているているているている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、同日中同日中同日中同日中にににに電車電車電車電車ととととババババ
ススススをををを乗乗乗乗りりりり継継継継ぎするとぎするとぎするとぎすると乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ先先先先のののの運運運運
賃賃賃賃からからからから２０２０２０２０円割引円割引円割引円割引されるされるされるされる乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ割割割割
引引引引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、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９
年年年年１２１２１２１２月月月月からはからはからはからは、、、、電子電子電子電子マネーサービマネーサービマネーサービマネーサービ
ススススをををを稼働稼働稼働稼働しししし、、、、さらにさらにさらにさらに平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年２２２２月月月月
からはからはからはからは、、、、電子電子電子電子マネーマネーマネーマネー利用利用利用利用にににに応応応応じたじたじたじたポポポポ
イントサービスイントサービスイントサービスイントサービス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。。。。

（（（（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 駅務機器類駅務機器類駅務機器類駅務機器類についてはについてはについてはについては、、、、自動券売機自動券売機自動券売機自動券売機 ・・・・ＩＣＩＣＩＣＩＣ機器機器機器機器ののののトラブルトラブルトラブルトラブル処理処理処理処理ママママ ・・・・自動券売機故障自動券売機故障自動券売機故障自動券売機故障マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの・・・・
整備整備整備整備 がががが全駅全駅全駅全駅にににに６５６５６５６５機機機機（（（（機種機種機種機種についてはについてはについてはについては５５５５ ニュアルニュアルニュアルニュアル「「「「駅務駅務駅務駅務システムシステムシステムシステムのののの 整備整備整備整備をををを検討検討検討検討するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、無無無無

種類種類種類種類 、、、、係員定期券発行機係員定期券発行機係員定期券発行機係員定期券発行機がががが１０１０１０１０駅 障害時駅 障害時駅 障害時駅 障害時におけるにおけるにおけるにおける緊急緊急緊急緊急マニュマニュマニュマニュ 人駅人駅人駅人駅におけるにおけるにおけるにおける巡回巡回巡回巡回・・・・点検点検点検点検のののの更更更更））））
」 、 。」 、 。」 、 。」 、 。にににに１１１１１１１１機機機機、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカードカードカードカード係員処理機係員処理機係員処理機係員処理機がががが アルアルアルアル はははは作成作成作成作成されているが なるされているが なるされているが なるされているが なる充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります

１５１５１５１５駅駅駅駅にににに１６１６１６１６機機機機、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカードチャーカードチャーカードチャーカードチャー 自動券売機故障自動券売機故障自動券売機故障自動券売機故障マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
ジジジジがががが５５５５駅駅駅駅にににに９９９９機設置機設置機設置機設置されているされているされているされている。。。。駅駅駅駅 がががが作成作成作成作成されていないためされていないためされていないためされていないため、、、、
務機器類務機器類務機器類務機器類のののの保守点検保守点検保守点検保守点検はははは、、、、自動券売機 今後自動券売機 今後自動券売機 今後自動券売機 今後マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの整備整備整備整備をををを検検検検
についてはについてはについてはについては四国鉄機四国鉄機四国鉄機四国鉄機にににに委託委託委託委託しししし、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ 討討討討するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、旅客旅客旅客旅客のののの利利利利
機器類機器類機器類機器類についてはについてはについてはについては東芝東芝東芝東芝にににに委託委託委託委託していしていしていしてい 便性向上便性向上便性向上便性向上のためにのためにのためにのために、、、、無人駅無人駅無人駅無人駅
るるるる。。。。 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更更更更なるなるなるなる強化強化強化強化

・・・・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、、、、職員職員職員職員がががが定期的定期的定期的定期的に がに がに がに が望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。
巡回巡回巡回巡回するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、週週週週１１１１回回回回「「「「ことでことでことでことで
んんんんサービスサービスサービスサービス」」」」にににに清掃業務清掃業務清掃業務清掃業務のののの委託委託委託委託をををを行行行行
っているっているっているっている。。。。なおなおなおなお、、、、ゴミゴミゴミゴミがががが増加増加増加増加するするするする夏夏夏夏
季等季等季等季等についてはについてはについてはについては、、、、巡回巡回巡回巡回のののの回数回数回数回数をををを増増増増やややや
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しししし、、、、清掃点検清掃点検清掃点検清掃点検にににに努努努努めているめているめているめている。。。。
・・・・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ににに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、、、、駅駅駅駅ホームホームホームホームにににに設置設置設置設置していしていしていしてい
るるるる黄色黄色黄色黄色ののののパトライトパトライトパトライトパトライトがががが回転回転回転回転するするするするシスシスシスシス
テムテムテムテムとなっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのそのそのその異常異常異常異常をををを乗務乗務乗務乗務
員員員員がががが確認確認確認確認しししし、、、、自動券売機自動券売機自動券売機自動券売機ののののエラーコエラーコエラーコエラーコ

、 、、 、、 、、 、ードードードードをををを連絡連絡連絡連絡しししし 故障故障故障故障のののの状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて
職員若職員若職員若職員若しくはしくはしくはしくは四国鉄機社員四国鉄機社員四国鉄機社員四国鉄機社員がががが直行直行直行直行しししし
てててて修理修理修理修理をををを行行行行うこととなっているうこととなっているうこととなっているうこととなっている。。。。

（（（（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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気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 ・・・・今後今後今後今後ともあらゆるともあらゆるともあらゆるともあらゆる機会機会機会機会をとをとをとをと ・・・・定期的定期的定期的定期的にににに実施実施実施実施するするするする社員教育社員教育社員教育社員教育にににに
等等等等のののの誤表示誤表示誤表示誤表示 １７１７１７１７年年年年９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日にににに三条駅三条駅三条駅三条駅でででで券売機券売機券売機券売機 らえてらえてらえてらえて社員等社員等社員等社員等にににに対対対対してしてしてして、、、、乗乗乗乗 おいておいておいておいて、、、、乗車券表記乗車券表記乗車券表記乗車券表記のののの重要性重要性重要性重要性

のののの運賃表運賃表運賃表運賃表がががが劣化劣化劣化劣化していたためしていたためしていたためしていたため交換交換交換交換しししし 車券表記車券表記車券表記車券表記のののの重要性重要性重要性重要性につい をについ をについ をについ を周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底しししし確実確実確実確実なななな表記表記表記表記をををを行行行行
たたたた際際際際にににに、、、、１１１１箇所箇所箇所箇所でででで誤表記誤表記誤表記誤表記のののの運賃表運賃表運賃表運賃表が てが てが てが て、、、、指導指導指導指導のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図りりりり、、、、誤誤誤誤 いますいますいますいます。。。。
取取取取りりりり付付付付けられたけられたけられたけられた。。。。平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年９９９９月月月月２２２２ 表示表示表示表示のののの再発防止再発防止再発防止再発防止にににに積極的積極的積極的積極的にににに
２２２２日日日日にににに全駅全駅全駅全駅においてにおいてにおいてにおいて、、、、運賃表運賃表運賃表運賃表、、、、乗車 取乗車 取乗車 取乗車 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であであであであ
券類券類券類券類についてについてについてについて総点検総点検総点検総点検をををを実施実施実施実施したしたしたした際際際際に るに るに るに る。。。。
発覚発覚発覚発覚しししし、、、、１１１１１１１１日間日間日間日間にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、運賃表運賃表運賃表運賃表
のののの誤表記誤表記誤表記誤表記がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。直直直直ちにちにちにちに、、、、再発再発再発再発
防止策防止策防止策防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、、、、旅客旅客旅客旅客からからからから
申申申申しししし出出出出があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、、、、対応対応対応対応するこするこするこするこ
ととしたととしたととしたととした。。。。

・・・・平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年７７７７月月月月にはにはにはには新駅新駅新駅新駅「「「「空港通空港通空港通空港通りりりり
駅駅駅駅」」」」開業開業開業開業にににに伴伴伴伴いいいい、、、、全駅全駅全駅全駅のののの運賃表運賃表運賃表運賃表につにつにつにつ
いていていていて更新更新更新更新をををを行行行行ったったったった。。。。現在現在現在現在、、、、自動券売自動券売自動券売自動券売
機機機機のののの定期点検定期点検定期点検定期点検をををを実施実施実施実施したしたしたした際際際際にはにはにはには、、、、必必必必
ずずずず試験発行試験発行試験発行試験発行をををを行行行行いいいい、、、、助役等助役等助役等助役等がががが確認確認確認確認をををを
行行行行っているっているっているっている。。。。

・・・・誤表示誤表示誤表示誤表示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「「「「誤表示誤表示誤表示誤表示のののの
防止及防止及防止及防止及びびびび発生時対応規程発生時対応規程発生時対応規程発生時対応規程」」」」についてについてについてについて
はははは、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日付日付日付日付でででで制定制定制定制定
しているしているしているしている。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ホーホーホーホー ・・・・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 ・・・・他社他社他社他社ののののポームページポームページポームページポームページをををを参考参考参考参考にににに
事項事項事項事項 ムページムページムページムページによりによりによりにより、、、、列車運行情報等列車運行情報等列車運行情報等列車運行情報等のののの ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン」」」」にににに沿沿沿沿ったったったった情情情情 しししし、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供のののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実をををを
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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 報提供運賃等 報提供運賃等 報提供運賃等 報提供がなされているががなされているががなされているががなされているが、、、、 検討検討検討検討いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
にににに関関関関するするするする情報情報情報情報、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカードカードカードカード、、、、駐車 事業者駐車 事業者駐車 事業者駐車 事業者のののの財務等財務等財務等財務等にににに関関関関してしてしてして情情情情
場場場場・・・・パークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライド情報情報情報情報、、、、バスバスバスバスとのとのとのとの 報提供報提供報提供報提供されていないためされていないためされていないためされていないため、、、、
乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ情報情報情報情報、、、、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 提供関 提供関 提供関 提供にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討することすることすることすること
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。。。。駅施設駅施設駅施設駅施設 がががが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。
のののの情報情報情報情報についてはについてはについてはについては、、、、四国運輸局四国運輸局四国運輸局四国運輸局ののののホホホホ

。 、。 、。 、。 、ームページームページームページームページににににリンクリンクリンクリンクしている またしている またしている またしている また
モバイルサイトモバイルサイトモバイルサイトモバイルサイトをををを設設設設けけけけ、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話にににに
おいてもおいてもおいてもおいても時刻表時刻表時刻表時刻表・・・・列車運行情報列車運行情報列車運行情報列車運行情報をををを提提提提
供供供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入導入導入導入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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては 路線路線路線路線 ・・・・今後今後今後今後、、、、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、、、、 ・・・・各駅各駅各駅各駅のののの表記物表記物表記物表記物のののの点検点検点検点検をををを実施実施実施実施しししし
事項 運賃事項 運賃事項 運賃事項 運賃、、、、列車時刻表列車時刻表列車時刻表列車時刻表についてはについてはについてはについては、、、、全駅 旅客全般全駅 旅客全般全駅 旅客全般全駅 旅客全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 不適合箇所不適合箇所不適合箇所不適合箇所はははは速速速速やかにやかにやかにやかに修正修正修正修正いいいい

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。。。。 観点観点観点観点からもからもからもか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 たしますに たしますに たしますに たします。。。。またまたまたまた、、、、年度計画年度計画年度計画年度計画にににに
・・・・車内車内車内車内においてにおいてにおいてにおいて、、、、他社線他社線他社線他社線へのへのへのへの乗乗乗乗りりりり換換換換ええええ 立立立立ってってってって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 よりよりよりより案内案内案内案内サインサインサインサイン等等等等のののの改修改修改修改修をををを実実実実
案内案内案内案内はははは実施実施実施実施していないがしていないがしていないがしていないが、、、、ホームペホームペホームペホームペ 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れるまれるまれるまれる。。。。 施施施施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
ージージージージにににに主主主主なななな駅駅駅駅からからからからバスバスバスバスへのへのへのへの乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ
情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載しているしているしているしている。。。。

・・・・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、、、、
実施実施実施実施していないしていないしていないしていない。。。。

・・・・今回今回今回今回、、、、確認確認確認確認したしたしたした４４４４駅駅駅駅（（（（岡本駅岡本駅岡本駅岡本駅、、、、空港空港空港空港
通通通通りりりり駅駅駅駅、、、、仏生山駅仏生山駅仏生山駅仏生山駅、、、、木太東口駅木太東口駅木太東口駅木太東口駅））））にににに
ついてはついてはついてはついては、、、、案内情報案内情報案内情報案内情報のののの表示等表示等表示等表示等についについについについ
てててて概概概概ねねねね適正適正適正適正にににに表示表示表示表示されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、手手手手
回回回回りりりり品品品品、、、、持持持持ちちちち込込込込みみみみ制限制限制限制限のののの掲示掲示掲示掲示、、、、旅客旅客旅客旅客
営業規則集営業規則集営業規則集営業規則集のののの備備備備ええええ付付付付けについてはけについてはけについてはけについては、、、、
一部一部一部一部のののの駅駅駅駅においてにおいてにおいてにおいて不備不備不備不備があったがあったがあったがあった。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道についてみるとについてみるとについてみるとについてみると、、、、 ・・・・空港通空港通空港通空港通りりりり駅駅駅駅についてについてについてについて、、、、早急早急早急早急 ・・・・空港通空港通空港通空港通りりりり駅駅駅駅のののの多機能多機能多機能多機能トイレトイレトイレトイレのののの
にににに関関関関するするするする事項 平成事項 平成事項 平成事項 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 にあた にあた にあた に何何何何らかのらかのらかのらかの対応策対応策対応策対応策をををを講講講講じじじじ、、、、 使用再開使用再開使用再開使用再開についてはについてはについてはについては、、、、所轄警所轄警所轄警所轄警

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 利用客千人以上 利用客千人以上 利用客千人以上 利用客のののの利便利便利便利便をををを図図図図ることがることがることがることが 察署察署察署察署とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、防犯防犯防犯防犯
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３３３３駅駅駅駅（（（（高松築港駅高松築港駅高松築港駅高松築港駅、、、、 必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 上上上上のののの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決をををを図図図図りりりり早急早急早急早急なななな
片原町駅片原町駅片原町駅片原町駅、、、、瓦町駅瓦町駅瓦町駅瓦町駅））））あるがあるがあるがあるが、、、、瓦町駅瓦町駅瓦町駅瓦町駅 ・・・・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 再開再開再開再開にににに努努努努めますめますめますめます。。。。
についてはについてはについてはについては、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー対策対策対策対策はははは完完完完 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 ・・・・各駅各駅各駅各駅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整備整備整備整備につにつにつにつ
了了了了しているしているしているしている。。。。残残残残るるるる高松築港駅高松築港駅高松築港駅高松築港駅、、、、片原片原片原片原 てててて整備整備整備整備をををを平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年にににに向向向向け いてはけ いてはけ いてはけ いては、、、、地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体とのとのとのとの調整調整調整調整
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駅駅駅駅についてもについてもについてもについても平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度において てにおいて てにおいて てにおいて て進進進進めていくとともにめていくとともにめていくとともにめていくとともに、、、、５５５５ をををを図図図図りながらりながらりながらりながら計画的計画的計画的計画的にににに推進推進推進推進しししし
スロープスロープスロープスロープ・・・・ホームホームホームホームのののの嵩上嵩上嵩上嵩上げげげげ工事等工事等工事等工事等をををを 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アフリバリアフリバリアフリバリアフリ てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、車両更車両更車両更車両更
行行行行うううう予定予定予定予定でありでありでありであり、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度末年度末年度末年度末にににに ーーー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両車両車両車両にににに 新新新新のののの際際際際はははは、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー対応対応対応対応
ははは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定予定予定予定であ ついてもであ ついてもであ ついてもであ ついても 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 車両化 車両化 車両化 車両へのへのへのへの代替代替代替代替をををを計画計画計画計画いたしまいたしまいたしまいたしま
るるるる。。。。またまたまたまた、、、、高松築港駅高松築港駅高松築港駅高松築港駅についてはについてはについてはについては同同同同 をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めていくこと すめていくこと すめていくこと すめていくこと す。。。。
時時時時にににに障害者対応型障害者対応型障害者対応型障害者対応型トイレトイレトイレトイレのののの新設新設新設新設をををを行行行行 がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 ・・・・増加増加増加増加するするするする高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害障害障害障害をおをおをおをお持持持持
うううう予定予定予定予定であるであるであるである。。。。 ・・・・今後今後今後今後、、、、よりよりよりより一層一層一層一層、、、、駅係員等駅係員等駅係員等駅係員等 ちのおちのおちのおちのお客様客様客様客様がががが、、、、安心安心安心安心してごしてごしてごしてご利利利利

・・・・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（（（（岡本駅岡本駅岡本駅岡本駅、、、、空港通空港通空港通空港通 ののののソフトソフトソフトソフト面面面面におけるにおけるにおけるにおけるバリアバリアバリアバリア 用用用用できるようにできるようにできるようにできるように、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、
りりりり駅駅駅駅、、、、仏生山駅仏生山駅仏生山駅仏生山駅、、、、木太東口駅木太東口駅木太東口駅木太東口駅））））につにつにつにつ フリーフリーフリーフリー対策対策対策対策をををを進進進進めていくこめていくこめていくこめていくこ 社員教育社員教育社員教育社員教育やややや社員社員社員社員のののの資格取得資格取得資格取得資格取得をををを
いてはいてはいてはいては、、、、スロープスロープスロープスロープ、、、、誘導誘導誘導誘導ブロックブロックブロックブロック、、、、 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。。。。 推進推進推進推進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。。。。
ホームホームホームホーム転落防止柵転落防止柵転落防止柵転落防止柵、、、、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設設設
置置置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、、、、岡本駅及岡本駅及岡本駅及岡本駅及びびびび空港通空港通空港通空港通
りりりり駅駅駅駅についてについてについてについて、、、、点字券売機点字券売機点字券売機点字券売機のののの点字点字点字点字がががが
迷惑行為迷惑行為迷惑行為迷惑行為によりによりによりにより剥剥剥剥がされていたがされていたがされていたがされていた。。。。まままま
たたたた、、、、空港通空港通空港通空港通りりりり駅駅駅駅についてはについてはについてはについては、、、、障害者障害者障害者障害者
対応型対応型対応型対応型トイレトイレトイレトイレがががが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、、、、
悪質悪質悪質悪質なななな迷惑行為迷惑行為迷惑行為迷惑行為がががが頻発頻発頻発頻発したためしたためしたためしたため防犯防犯防犯防犯
上上上上のののの理由理由理由理由からからからから、、、、現在使用現在使用現在使用現在使用をををを中止中止中止中止してしてしてして
いるいるいるいる。。。。

・・・・ソフトソフトソフトソフト面面面面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対策対策対策対策としてとしてとしてとして
、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」はははは 駅係員駅係員駅係員駅係員のののの 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２２２２
００００年年年年８８８８月月月月８８８８日日日日からからからから１７１７１７１７名名名名のののの社員社員社員社員がががが資資資資
格格格格をををを取得取得取得取得しししし、、、、高松築港駅他高松築港駅他高松築港駅他高松築港駅他９９９９駅駅駅駅ににににササササ
ービスービスービスービス介助士介助士介助士介助士のののの資格取得者資格取得者資格取得者資格取得者をををを配置配置配置配置しししし
ているているているている。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気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 ・・・・今後今後今後今後ともともともとも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 ・・・・ダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正のののの際際際際にはにはにはには、、、、自社線自社線自社線自社線
るるるる事項事項事項事項 ２１２１２１２１年度以降年度以降年度以降年度以降にににに全線全線全線全線ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正を のを のを のを の乗換乗換乗換乗換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 内図 内図 内図 内におけるにおけるにおけるにおける乗継改善乗継改善乗継改善乗継改善はもちろはもちろはもちろはもちろ

予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、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スムスムスム るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、自社線内自社線内自社線内自社線内での んのことでの んのことでの んのことでの んのこと、、、、他事業者他事業者他事業者他事業者とのとのとのとの調整調整調整調整
ーズーズーズーズなななな乗換乗換乗換乗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乗乗乗乗りりりり継継継継ぎぎぎぎ円 乗円 乗円 乗円 乗りりりり継継継継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 をな をな をな を図図図図りりりり、、、、おおおお客様客様客様客様のののの利便向上利便向上利便向上利便向上にににに
滑化滑化滑化滑化のののの向上向上向上向上にににに努努努努めていくこととして るめていくこととして るめていくこととして るめていくこととして る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よるよるよるよ 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。。。。
いるいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、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 うれている うれている うれている う、、、、引引引引きききき続続続続きききき努力努力努力努力することすることすることすること
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 がに がに がに が必要必要必要必要であるであるであるである。。。。
ダイヤダイヤダイヤダイヤ情報情報情報情報をををを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
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継継継継ぎのぎのぎのぎの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上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についてについてについて、、、、事事事事 ・・・・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におにおにお ・・・・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様客様客様客様へへへへ
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 故等事項 故等事項 故等事項 故等のののの報告及報告及報告及報告及びびびび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 けるけるけるけ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 のに のに のに の情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達のののの重要性重要性重要性重要性をををを社員社員社員社員にににに

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 ついてするととも ついてするととも ついてするととも ついて、、、、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 周知徹底対 周知徹底対 周知徹底対 周知徹底するためするためするためするため、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし
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へのへのへの 応応応応ががが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 社員教育継 社員教育継 社員教育継 社員教育にににに取取取取りりりり入入入入れれれれ反復訓練反復訓練反復訓練反復訓練
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ににに 続続続続してしてして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 しま しま しま し、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適切適切適切適切なななな対応対応対応対応がでがでがでがで

。。。。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「「「「緊急事態対策緊急事態対策緊急事態対策緊急事態対策 れるれるれるれる。。。。 きるようにきるようにきるようにきるよう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
規程防災体制要綱規程防災体制要綱規程防災体制要綱規程防災体制要綱」」」」等等等等をををを整備整備整備整備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、、、、運転指運転指運転指運転指
令令令令にににに連絡連絡連絡連絡がががが入入入入りりりり、、、、運行中運行中運行中運行中のののの列車列車列車列車にににに対対対対
してはしてはしてはしては、、、、列車無線列車無線列車無線列車無線でででで運転士運転士運転士運転士にににに指示指示指示指示をををを
行行行行いいいい、、、、車掌車掌車掌車掌からからからから乗客乗客乗客乗客にににに対対対対しししし、、、、車内放車内放車内放車内放
送送送送をををを行行行行うこととしているうこととしているうこととしているうこととしている。。。。駅駅駅駅のののの利用利用利用利用
者者者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はははは、、、、駅一斉放送装置駅一斉放送装置駅一斉放送装置駅一斉放送装置
によりによりによりにより提供提供提供提供するほかするほかするほかするほか、、、、有人駅有人駅有人駅有人駅についについについについ
てはてはてはては、、、、おおおお知知知知らせらせらせらせ板板板板、、、、駅係員駅係員駅係員駅係員によるによるによるによる直直直直
接案内等接案内等接案内等接案内等によってによってによってによって情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを行行行行っっっっ
ているているているている。。。。電光掲示板電光掲示板電光掲示板電光掲示板をををを設置設置設置設置しているしているしているしている
駅駅駅駅についてはについてはについてはについては、、、、係員係員係員係員がががが電光掲示板電光掲示板電光掲示板電光掲示板のののの
システムシステムシステムシステムにににに入力入力入力入力しししし、、、、情報情報情報情報をををを提供提供提供提供してしてしてして
いるいるいるいる。。。。案内放送案内放送案内放送案内放送をををを行行行行うううう場合場合場合場合はははは 「「「「車車車車、、、、
内放送内放送内放送内放送サービスマニュアルサービスマニュアルサービスマニュアルサービスマニュアル」」」」にににに基基基基づづづづ
きききき実施実施実施実施することとしているすることとしているすることとしているすることとしている。。。。同時同時同時同時にににに
、、、、報道機関等報道機関等報道機関等報道機関等にはにはにはには、、、、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ううう
とともにとともにとともにとともに、、、、３０３０３０３０分以上分以上分以上分以上のののの遅遅遅遅れがれがれがれが予想予想予想予想
されるされるされるされる場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、ホームペーホームペーホームペーホームペー
ジジジジ等等等等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てうこととしてうこととしてうこととして
いるいるいるいる。。。。

・・・・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１１１１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
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
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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
にはにはにはには、、、、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
さまのさまのさまのさま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ししし
ているているているている。。。。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、、、、駅前駅前駅前駅前
掲示掲示掲示掲示、、、、電光掲示板及電光掲示板及電光掲示板及電光掲示板及びびびび駅構内放送駅構内放送駅構内放送駅構内放送にににに
よるよるよるよる旅客旅客旅客旅客へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供とととと、、、、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、、、、ホーホーホーホー
ムページムページムページムペー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運行運行運行
情報情報情報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携携携
帯電話帯電話帯電話帯電話からもからもからもからも情報収集情報収集情報収集情報収集ができるようができるようができるようができるよう
になっているになっているになっているになっている。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、災害災害災害災害 ・・・・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 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、大規模大規模大規模大規模なななな災害災害災害災害をををを想想想想
理理理理にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 ・・・・大規模大規模大規模大規模テロテロテロテロ発生時発生時発生時発生時のののの対応対応対応対応につい をについ をについ をについ 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 定定定定したしたしたした総合訓練総合訓練総合訓練総合訓練をををを実施実施実施実施しししし、、、、危危危危

てててて 「「「「緊急事態対策規程 防災体制 充実緊急事態対策規程 防災体制 充実緊急事態対策規程 防災体制 充実緊急事態対策規程 防災体制 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 機管理体制望 機管理体制望 機管理体制望 機管理体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るようるようるようるよう、、、、
要綱要綱要綱要綱 「「「「鉄道鉄道鉄道鉄道テロテロテロテロへのへのへのへの対応対応対応対応マニュマニュマニュマニュ まれるまれるまれるまれる。。。。 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。。。。」、」、」、」、
アルアルアルアル 「「「「鉄道鉄道鉄道鉄道テロテロテロテロ対策対策対策対策としてのとしてのとしてのとしての危危危危」、」、」、」、
機管理機管理機管理機管理レベルレベルレベルレベル」」」」等等等等をををを定定定定めてめてめてめて、、、、作業分作業分作業分作業分
担担担担、、、、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報提供情報提供情報提供情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害情報等災害情報等災害情報等災害情報等のののの提提提提
供供供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。。。。またまたまたまた、、、、災害対策基災害対策基災害対策基災害対策基
本法本法本法本法にににに基基基基づくづくづくづく防災業務計画防災業務計画防災業務計画防災業務計画「「「「東南海東南海東南海東南海
・・・・南海地震防災対策計画南海地震防災対策計画南海地震防災対策計画南海地震防災対策計画 、、、、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、、、、四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道四国旅客鉄道
がががが実施実施実施実施しているしているしているしている総合事故対策訓練及総合事故対策訓練及総合事故対策訓練及総合事故対策訓練及
びびびび地震津波避難誘導訓練地震津波避難誘導訓練地震津波避難誘導訓練地震津波避難誘導訓練にににに参加参加参加参加するするするする
ほかほかほかほか、、、、独自独自独自独自にににに平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度からからからから毎年毎年毎年毎年
１００１００１００１００名規模名規模名規模名規模のののの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やややや
高松市消防局高松市消防局高松市消防局高松市消防局とととと合同合同合同合同でででで災害復旧訓練災害復旧訓練災害復旧訓練災害復旧訓練
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。。。。
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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 高松琴平電気鉄道事 高松琴平電気鉄道事 高松琴平電気鉄道事 高松琴平電気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 ・・・・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 ・・・・引引引引きききき続続続続きききき、、、、計画的計画的計画的計画的なななな社員教育社員教育社員教育社員教育・・・・
項項項項 はははは、、、、５１５１５１５１駅駅駅駅でででで、、、、このうちこのうちこのうちこのうち１７１７１７１７駅駅駅駅にににに駅 行駅 行駅 行駅 行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。。。。 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、、、、カリキュラカリキュラカリキュラカリキュラ

係員係員係員係員をををを配置配置配置配置しししし、、、、残残残残りのりのりのりの３４３４３４３４駅駅駅駅はははは無人無人無人無人 ムムムムのののの見直見直見直見直しをしをしをしを図図図図りりりり、、、、社員社員社員社員のののの資資資資
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。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１１１１ 質管理質管理質管理質管理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。。。。
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７７７７
２２２２名名名名でででで、、、、このうちこのうちこのうちこのうち、、、、５３５３５３５３名名名名がががが「「「「ことことことこと
でんでんでんでんサービスサービスサービスサービス」」」」のののの業務委託業務委託業務委託業務委託のののの社員社員社員社員でででで
あるあるあるある。。。。

・・・・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 「「「「係員係員係員係員のののの教育教育教育教育、、、、
訓練規程訓練規程訓練規程訓練規程」」」」をををを制定制定制定制定しししし、、、、年年年年６６６６回安全回安全回安全回安全ササササ
ービスービスービスービス教育等教育等教育等教育等をををを実施実施実施実施しししし、、、、運輸部門運輸部門運輸部門運輸部門にににに
所属所属所属所属するするするする現業現業現業現業のののの社員全員社員全員社員全員社員全員がががが受講受講受講受講してしてしてして
いるいるいるいる。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道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かかかか
等等等等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 らのらのらの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、、、、有人駅及有人駅及有人駅及有人駅及

びびびび無人駅無人駅無人駅無人駅１１１１箇所箇所箇所箇所（（（（空港通空港通空港通空港通りりりり駅駅駅駅））））のののの計計計計
１８１８１８１８駅駅駅駅にににに設置設置設置設置されているごされているごされているごされているご意見箱意見箱意見箱意見箱
「「「「イルカボックスイルカボックスイルカボックスイルカボックス 、、、、及及及及びびびびメールメールメールメール、、、、」」」」
手紙手紙手紙手紙、、、、電話又電話又電話又電話又はははは駅員駅員駅員駅員へのへのへのへの直接申直接申直接申直接申しししし出出出出
等等等等、、、、各種各種各種各種のののの方法方法方法方法でででで受付受付受付受付けているけているけているけている。。。。
寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた意見等意見等意見等意見等はははは、、、、イルカシステイルカシステイルカシステイルカシステ
ムムムムとしてとしてとしてと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システシステシステシステ

。 、。 、。 、。 、ムムムム管理管理管理管理しているしているしているしている 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
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、、、、
パソコンパソコンパソコンパソコンののののネットワークネットワークネットワークネットワークによりによりによりにより常常常常
時時時時、、、、社員社員社員社員がががが閲覧閲覧閲覧閲覧することができるよすることができるよすることができるよすることができるよ
うにしているうにしているうにしているうにしている。。。。

・・・・寄寄寄寄せられたせられたせられたせら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、、、、イルカボックスイルカボックスイルカボックスイルカボックスのののの設置駅設置駅設置駅設置駅についについについについ
てはてはてはては、、、、翌朝翌朝翌朝翌朝、、、、運輸運輸運輸運輸サービスサービスサービスサービス部部部部にににに集約集約集約集約
されされされされ、、、、申申申申しししし出区分出区分出区分出区分ごとにごとにごとにごとにイルカボッイルカボッイルカボッイルカボッ

。 、。 、。 、。 、クスシステムクスシステムクスシステムクスシステムにににに入力入力入力入力されるされるされるされる 入力後入力後入力後入力後
関係部署関係部署関係部署関係部署にににに回付回付回付回付しししし、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係・・・・対応対応対応対応
策策策策についてについてについてについて回答案回答案回答案回答案をををを作成作成作成作成しししし、、、、最終決最終決最終決最終決
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裁後裁後裁後裁後、、、、イルカボックスイルカボックスイルカボックスイルカボックスのののの意見意見意見意見についについについについ
てはてはてはては、、、、月月月月２２２２回回回回、、、、有人駅及有人駅及有人駅及有人駅及びびびび無人駅無人駅無人駅無人駅２２２２
箇所箇所箇所箇所（（（（平木駅平木駅平木駅平木駅、、、、琴電屋島駅琴電屋島駅琴電屋島駅琴電屋島駅））））のののの計計計計１１１１
９９９９駅駅駅駅ののののインフォメーションボードインフォメーションボードインフォメーションボードインフォメーションボードにににに
開示開示開示開示しているしているしているしている。。。。そのそのそのその他他他他のののの媒体媒体媒体媒体によるによるによるによる
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、、、、記名記名記名記名のののの場合場合場合場合はははは、、、、

、 、、 、、 、、 、直接本人直接本人直接本人直接本人にににに回答回答回答回答しししし 無記名無記名無記名無記名のののの場合場合場合場合はははは
社内整理社内整理社内整理社内整理をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

・・・・平成平成平成平成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６９０６９０６９０６９０件件件件でででで、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、接遇苦情接遇苦情接遇苦情接遇苦情
がががが１２８１２８１２８１２８件件件件、、、、営業企画意見営業企画意見営業企画意見営業企画意見がががが１１１１１１１１１１１１
件件件件となっているとなっているとなっているとなっている。。。。寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた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、、、、通常通常通常通常１１１１週間週間週間週間～～～～１０１０１０１０日程日程日程日程
度度度度でででで迅速迅速迅速迅速にににに回答回答回答回答をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては 「「「「暴暴暴暴 ・・・・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、、、、所轄警察署等所轄警察署等所轄警察署等所轄警察署等のののの関係関係関係関係、、、、
ススススにににに関関関関するするするする事項 力行為事項 力行為事項 力行為事項 力行為、、、、迷惑行為等迷惑行為等迷惑行為等迷惑行為等マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」に てはに てはに てはに ては、、、、所轄所轄所轄所轄のののの警察等警察等警察等警察等とのとのとのとの連 機関連 機関連 機関連 機関とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、安心安全安心安全安心安全安心安全なななな

。。。。（（（（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 よりよりよりより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対応 携対応 携対応 携対応 携をををを持持持持ちちちち、、、、適切適切適切適切にににに対応対応対応対応してしてしてして 環境整備環境整備環境整備環境整備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
応 等応 等応 等応 等についてについてについてについて定定定定めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、乗車乗車乗車乗車ママママ いくことがいくことがいくことがいくことが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

ナーナーナーナー向上向上向上向上ののののポスターポスターポスターポスターをををを駅駅駅駅にににに掲示掲示掲示掲示してしてしてして
利用者利用者利用者利用者にににに理解理解理解理解をををを求求求求めているめているめているめている。。。。

（（（（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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、優先優先優先優先 ・・・・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 ・・・・他社他社他社他社のののの事例事例事例事例をををを参考参考参考参考としとしとしとし、、、、優先優先優先優先
席席席席をををを各車両各車両各車両各車両にににに２２２２箇所設置箇所設置箇所設置箇所設置しししし、、、、優先席優先席優先席優先席 をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、優先席優先席優先席優先席のののの取扱 席取扱 席取扱 席取扱 席をををを適切適切適切適切にごにごにごにご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける
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置位置位置位置にににに優先座優先座優先座優先座 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ていくこ ようにしていくこ ようにしていくこ ようにしていくこ ように継続継続継続継続したしたしたしたＰＲＰＲＰＲＰＲ等等等等にににに努努努努めめめめ
席席席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ッカーステッカーステッカーステッカーをををを貼貼貼貼 とがとがとがとが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。
りりりり付付付付けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、座席座席座席座席シートシートシートシートをををを色色色色
分分分分けにしてけにしてけにしてけにして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車内車内車内
及及及及びびびび車外車外車外車外からからからから識別識別識別識別できるようにしできるようにしできるようにしできるようにし
てててて、、、、利用者利用者利用者利用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られるよられるよられるよ
うにうにうにうに努努努努めているめているめているめている。。。。

・・・・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等方等方等方等についてについてについてについて行行行行っていっていっていってい
るるるる。。。。
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（（（（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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、車内車内車内車内 ・・・・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、、、、 ・・・・他社他社他社他社のののの事例事例事例事例をををを参考参考参考参考としとしとしとし、、、、おおおお客客客客
い でのい でのい でのい 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、、、、車内 他社車内 他社車内 他社車内 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ままま 様様様様ののののニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応するようにするようにするようにするように

放送等放送等放送等放送等でででで乗車乗車乗車乗車マナーマナーマナーマナーのののの向上向上向上向上をおをおをおをお願願願願い えてい えてい えてい えて、、、、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いにいにいにいに 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。。。。
しているしているしているしている 「「「「携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは、、、、優先席付優先席付優先席付優先席付 ついてついてついてついて 改善改善改善改善していくことしていくことしていくことしていくこと。。。。
近近近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い また がりください また がりください また がりください また が望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。。 、。 、。 、。 、
そのそのそのその他他他他のののの場所場所場所場所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、、、、通話通話通話通話でのごでのごでのごでのご使用使用使用使用はごはごはごはご遠慮下遠慮下遠慮下遠慮下
さいさいさいさい 」」」」とととと案内案内案内案内をををを行行行行っているっているっているっている。。。。。。。。

（（（（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 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気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 ・・・・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、、、、 ・・・・他社他社他社他社のののの事例事例事例事例をををを参考参考参考参考としとしとしとし、、、、おおおお客客客客
策策策策 １６１６１６１６年年年年２２２２月月月月よりよりよりより駅構内駅構内駅構内駅構内でのでのでのでの分煙対策 他社分煙対策 他社分煙対策 他社分煙対策 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 様様様様ののののニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応するようにするようにするようにするように

をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙スペーススペーススペーススペースのののの確確確確 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 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。。。。
保保保保やややや適切適切適切適切なななな灰皿灰皿灰皿灰皿のののの配置配置配置配置についてについてについてについて設備設備設備設備 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。。。。
のののの改善改善改善改善がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。現在現在現在現在、、、、待合室待合室待合室待合室
をををを禁煙禁煙禁煙禁煙としてとしてとしてとして、、、、ホームホームホームホームのののの端端端端にににに灰皿灰皿灰皿灰皿をををを
設設設設けけけけ、、、、屋外屋外屋外屋外でのでのでのでの喫煙喫煙喫煙喫煙をおをおをおをお願願願願いしていいしていいしていいしてい
るるるる。。。。

（（（（５５５５））））救急救命講習会救急救命講習会救急救命講習会救急救命講習会 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気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 ・・・・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 ・・・・今後今後今後今後もももも外部講師外部講師外部講師外部講師をををを招聘招聘招聘招聘したしたしたした救救救救
のののの実施実施実施実施 ２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月からからからからＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（自動体外式自動体外式自動体外式自動体外式 めにめにめにめにＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ設置設置設置設置のののの拡充及拡充及拡充及拡充及びびびび 急救命講習会等急救命講習会等急救命講習会等急救命講習会等をををを開催開催開催開催してしてしてして、、、、

除細動器除細動器除細動器除細動器））））をををを瓦町駅瓦町駅瓦町駅瓦町駅のののの２２２２階改札口西 講習階改札口西 講習階改札口西 講習階改札口西 講習・・・・訓練訓練訓練訓練をををを継続継続継続継続していくしていくしていくしていく 社員社員社員社員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい
壁面壁面壁面壁面にににに設置設置設置設置しておりしておりしておりしており 導入導入導入導入にあたり ことがにあたり ことがにあたり ことがにあたり ことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 りますりますりますります。。。。、 、、 、、 、、 、
６６６６月月月月～～～～７７７７月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社のののの
講師講師講師講師をををを招招招招きききき、、、、駅業務駅業務駅業務駅業務にににに従事従事従事従事するするするする全全全全てててて
のののの現業社員現業社員現業社員現業社員をををを対象対象対象対象にににに、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤ、ＡＥＤのののの使用使用使用使用
訓練訓練訓練訓練をををを含含含含むむむむ救急救命講習会救急救命講習会救急救命講習会救急救命講習会をををを開催開催開催開催
しししし、、、、１０８１０８１０８１０８名名名名がががが受講受講受講受講したしたしたした。。。。

（（（（６６６６））））ベビーカーベビーカーベビーカーベビーカーのののの取取取取 ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ベビベビベビベビ
扱扱扱扱いいいい ーカーーカーーカーーカーのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて 「「「「ベビベビベビベビ、、、、

」 、」 、」 、」 、ーカーーカーーカーーカーのののの取扱取扱取扱取扱マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル をををを整備整備整備整備しししし
社員社員社員社員にににに周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、車車車車
内内内内ににににベビーカーベビーカーベビーカーベビーカーをををを持持持持ちちちち込込込込むむむむ際際際際にはにはにはには、、、、
折折折折りたたむこととしていたがりたたむこととしていたがりたたむこととしていたがりたたむこととしていたが、、、、全鉄全鉄全鉄全鉄
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道会社共通道会社共通道会社共通道会社共通のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いでいでいでいで、、、、折折折折りたたりたたりたたりたた
まなくてまなくてまなくてまなくて持持持持ちちちち込込込込めるようにめるようにめるようにめるように変更変更変更変更してしてしてして
いるいるいるいる。。。。

（（（（７７７７））））パークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライド ・・・・高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、全全全全５５５５ ・・・・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 ・・・・各駅各駅各駅各駅ののののパークパークパークパーク＆＆＆＆ライドライドライドライド駐車場駐車場駐車場駐車場
、、、、駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場のののの整備状況整備状況整備状況整備状況 １１１１駅中駅中駅中駅中、、、、自社又自社又自社又自社又はははは自治体等自治体等自治体等自治体等でででで、、、、駐輪駐輪駐輪駐輪 めにめにめにめに継続継続継続継続していくととも やしていくととも やしていくととも やしていくととも や駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場のののの整備整備整備整備・・・・拡充拡充拡充拡充についについについについ

場場場場３８３８３８３８駅駅駅駅、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場９９９９駅駅駅駅をををを設置設置設置設置してい にしてい にしてい にしてい に、、、、利用駅利用駅利用駅利用駅をををを拡充拡充拡充拡充していく てはしていく てはしていく てはしていく ては、、、、地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体とのとのとのとの調整調整調整調整をををを
るるるる。。。。今後今後今後今後ともともともとも、、、、自治体等自治体等自治体等自治体等のののの協力協力協力協力をををを得得得得 ことがことがことがことが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。 図図図図りりりり、、、、おおおお客様客様客様客様のののの利便向上利便向上利便向上利便向上にににに資資資資

。。。。てててて設置設置設置設置をををを進進進進めていくこととしてい するようにめていくこととしてい するようにめていくこととしてい するようにめていくこととしてい するよう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
るるるる。。。。

・・・・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、、、、
栗熊駅栗熊駅栗熊駅栗熊駅、、、、岡田駅岡田駅岡田駅岡田駅、、、、琴電琴平駅琴電琴平駅琴電琴平駅琴電琴平駅、、、、高田高田高田高田
駅駅駅駅、、、、長尾駅長尾駅長尾駅長尾駅のののの５５５５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、、、、
ＩｒｕＣａＩｒｕＣａＩｒｕＣａＩｒｕＣａ乗車券利用者乗車券利用者乗車券利用者乗車券利用者についてはについてはについてはについては
、、、、割引料金割引料金割引料金割引料金でででで駐車場駐車場駐車場駐車場をををを利用利用利用利用することすることすることすること
ができるができるができるができる。。。。


