
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

5/18 メール

いつも気持ち良くご利用させていただいております。ありがとうございます。私は、いつも本町踏切周辺で渋滞が起こっているのをみかけます。県
や市の財政、かかる費用を見ると難しいとは思うのですが、国からの都市計画への出資もあることを考えると、高松築港駅から瓦町駅までを高
架としたほうがいいのではないかとおもいます。さらに連続立体交差事業を再開することにより、高松駅から高松築港駅への距離も短くなります。
なので再開を検討していただきたいです。また、質問なのですが、新高松築港駅は連続立体交差事業が再開しない限りもう建設する方針はない
のでしょうか。琴電が好きだからこその意見です。返信お願い致します。

ご意見ありがとうございます。お申し出の本町踏切は自動車交通量が多い踏切道であることから、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切
道として、2017年1月に法指定を受けております。渋滞の抜本対策として、鉄道を高架化することにより本町踏切などの交通渋滞解消となる連続
立体交差事業がありましたが、2010年3月をもって事業が中止されました。2020年度から香川県が連続立体交差事業の存廃に係る検討を開始し
ており、サンポート高松への乗入れも含めて検討される予定です。今後の、都市計画の在り方や高松築港駅の移転等を関係機関と協議をしてま
いります。

5/18 メール
減便はいつ終了しますか?マスクをせずに外出している人が増えています。電車通勤しているので毎日が不安です。電車内での混雑緩和のため
にも早く終了してください。梅雨になると、自転車通勤の人が電車に乗るのでよけいに混雑しますよね。ことでんの経営のことより乗客の感染防止
のことを考えてください。それから、電車に乗るときは必ずマスクをするようにアナウンスをしてください。よろしくお願いします。

いつもことでんのご利用ありがとうございます。現在、緊急事態宣言に寄与するため、運行本数を減便しております。新型肺炎の感染予防対策に
ついては、つり革のアルコール消毒及び車内アナウンス等により対応を行っておりますが、更に車内放送等の頻度を増やし、啓発を強化してま
いります。なお2020年4月4日から車両の一部の窓を開けて運行しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩め
ることなく、引き続き取り組んでまいりますので、時差通勤やご利用時の間隔に留意いただくよう、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げま
す。

5/18 メール
5月16日の夜20:00位。イオンモール綾川店での仕事帰りに高松築港行きに乗車しようと綾川駅で待ってました。しかし19:34発で最終電車終わっ
てて帰宅できませんでした。いくら減便とは言え20:00台も走られてください。土曜日.日曜日、祝日で仕事の人は困ります。結局家族に迎えに来て
もらい帰宅しました。

ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。夜間の時間帯の運行につきましては、飲食店などに休業や営業時間の短縮に伴う夜の街へ出掛ける外出
の自粛につながることを目的としております。夜の街ではクラスター（感染者集団）も確認されており、人の動きの抑制を促すことに取り組む意義
は大きいと考えています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/18 メール
仏生山駅の南側にある踏切(仏生山の森のところ)は車両通行禁止ですが、普通車だけでなく、セレナなど大きな車も通っており、歩行者が譲る
シーンを何度も見ました。踏切が狭いので脱輪したら危険ですし、歩行者が譲るなんてありえません。自動車が通れないようにポールを立てるこ
とや踏切を大きくする等、対策をお願いできませんか。

ご意見ありがとうございます。道路の通行規制は、その道路を管理する道路管理者が通行速度や通行重量、 通行高さなどの制限を設定してお
ります。お申し出の踏切道の早期の対応は難しいと思われますが、道路管理者と通行禁止等の対策を協議してまいります。

5/18 メール

香川県は、緊急事態宣言が解除となりましたが、現在行われている運行回数の減便の解除はいつになるのでしょうか?潟元から築港まで通勤し
ているので、特に帰宅時の瓦町での待ち時間が20分以上となり、早く帰宅したいのにできない状況です一応、宣言解除になったので、少なくとも
18日から元に戻すべきではないですか?回答いただくと同時にHPでもその旨記載すべきではないでしょうか?そうすれば、このように問い合わせを
する必要はないのですが

ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。なお、通
常ダイヤに変更する際には、駅への掲出や弊社ホームページ等でお知らせいたします。

5/18 メール

4月29日から、緊急事態宣言により、減便運行をしていますが、通勤利用者については、ほぼ以前の状況に戻っています。商業施設についても、
香川県感染警戒宣言の基、営業再開をしています。商業施設利用の時間帯については、減便状態の方がいいとおもいますが、通勤時間帯につ
いては元の運行に戻してください。あと、車両点検のためとして、1両減らしての運行は。政府の言っている、「間隔を開ける」に反していると思い
ます。近日中には学校も徐々に再開され、利用者が増えてきます。通勤・通学時間帯の運行だけでも、元に戻すようお願いします。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2020年5月18日から約2ヶ月間、志度線の804号車は、定期検査を実施しており、3両車両は4編
成中、3編成での運用となっています。ご利用状況の多いダイヤに3両車両を運用しています。今後の運行ダイヤ及び車両運用につきましては、
乗降調査を適時実施しながら検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き取り組
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。

5/18 高松築港 緊急事態宣言も解除されました。便数を戻してください。
ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/18 瓦町
減便はしかたないと思いますが、2両を4両にしてもらえないでしょうか？朝夕はとても蜜です。実態を調査して、朝夕だけでも2→4にしてください。
正直とても不安です。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。2020年4月29日より4両編成から2両編成に変更し運行しておりました列車の乗降調査を実施し、
ご利用の多い時間帯につきましては、2020年5月13日から4両編成での運用に変更いたしました。現在、減便ダイヤで運行しておりますが、朝夕
のラッシュ時間帯は、4両編成での運用を実施しています。今後も利用状況等を踏まえ車両運用を行ってまいります。

5/18 三条
ことでんの人が1人もコロナウイルスにかかることなく、また電車全て終日運休される事がないよう願っています。ＧＷのイベントが無くなったので
23号のイベントが未定になりましたが、イベントが再開した際は、23号の乗車記念証なども作ってもらいたいです。コロナが終息し、楽しいイベント
が復活できる事を心から待っています。

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等は自粛しておりますが、ご提案いただいた内容を参考
に今後もお客様に喜んでいただけるイベントを検討してまいります。

5/18 メール 減便を元に戻して欲しいです。琴平線に乗っているが、人が増えて車内が3密になり、毎日の通勤が不安で仕方ない。

ご利用ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、車両の一部の窓を開けての運行や、つり革のアルコール消毒及び車内ア
ナウンス等により対応を行っております。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることか
ら運行本数の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/19 メール

長尾線を通勤で利用している者です。新型コロナウイルスの影響により、大型連休中は利用客が減少したため、便数を削減したのは理解できま
すが、連休明け以降徐々に利用客が回復しています。私の感覚としては、朝の通勤時は6割程度まで回復しているように感じています。夕方は、
減便で便数が半減したしたこともあり、普段より混雑しています。今後、高校の授業も再開されることから、早急に夕方だけでも便数を元に戻して
ください。

ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。現在乗降調査を行ってお
り、ラッシュの時間帯の乗車率は12%～72%となっております。その結果を踏まえ、5月20日（水）より、平日の高松築港17時52分発平木行、18時16
分発平木行を運行いたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き取り組んでまいります。時
差通勤やご利用時の間隔にご留意いただきますよう、お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

5/19 メール

琴電の運行本数が減って、過密状態となっていますまた、終電時間が早いことからも、過密が生まれています。利用客が減ったから運行本数を
減らすのでは、自社の費用削減しか考えていないとしか言えません。23時以降の運行を取りやめるなら分かりますが、それ以前の時間帯の本数
を減らすなど意図がわかりません。県の方針を組みとって過密を防ぐ運行スケジュールとするべきではありませんか。緊急事態宣言が解消され
たため、また、学校の再開が今週から行われます。今週中に運行本数を元に戻すべきではありませんか。

ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。夜間の時間帯の運行につ
きましては、飲食店などに休業や営業時間の短縮に伴う夜の街へ出掛ける外出の自粛につながることを目的としております。なお、現在、乗降
調査を行っており、その結果を踏まえ、5月20日（水）より、平日の高松築港17時52分発平木行、18時16分発平木行を運行いたします。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/19 メール コロナの影響で減便とのことですが、減便すれば乗車密度があがると思いますが、具体的な理由を教えてください。

ご利用ありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。現在乗降調査を行ってお
り、ラッシュの時間帯の乗車率は12%～72%となっております。その結果を踏まえ、5月20日（水）より、平日の高松築港17時52分発平木行、18時16
分発平木行を運行いたします。今後も乗降調査を実施し、新型コロナウイルス対策を講じてまいります。

5/19
瓦町志度線

口
以前運行していた高松～琴平の準急を復活してほしいです。電車は通勤型ではなく進行方向に向く座席を採用してもらいたいです。

ご意見ありがとうございます。お申し出の運行は、施設等の改修の必要もあり、現在のダイヤを維持しながら導入することは困難です。今後もお
客様のご意見を参考に、利便性の向上に繋がるダイヤを検討してまいります。なお、座席についても通勤型を変更する予定はございません。ご
理解ください。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年5月16月～31日までにいただいたご意見にお答えさせていただきます。



5/19 瓦町
コロナのためにダイヤ・車両とも減らしてますが元に戻して下さい！緊急事態宣言も解消され、社会も動き出している中、電車内の密度が高く
なってきています。早く元に戻して下さい！

ご利用ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、車両の一部の窓を開けて運行やつり革のアルコール消毒及び車内アナウ
ンス等により対応を行っております。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運
行本数の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/19 メール
琴電の学生定期を4月頭に購入し、購入した直後くらいに日本全体にコロナの緊急事態宣言が発令され学校を行く機会がなく定期を買ったもの
の1ヶ月以上使っておりません。前回の3月はあったようなのですが、返金等は行ってないのでしょうか?1ヶ月分の定期代を無駄にしたように感じ
ます。

通学定期券は、ご自宅の最寄り駅から学校がある駅間を月単位(1.3.6ヶ月)でご利用いただくことを前提として、1ヶ月63%、3ヶ月68%、6ヶ月73%の
割引率を設定しております。発売が月単位での割引となっているため、定期券の払戻しについても月単位での払戻しが原則となっております。
クーリングオフの意味合いで、特例として使用開始後3日以内の払戻しという制度を設けております。香川県が4月8日に発表した臨時休校につい
ては、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっており、土日も含め12日間の休校で、残利用日数を考慮すると、6ヶ月定期で9日、3ヶ月定期
で10日(片道運賃×2を1日分とする)のご利用で、1ヶ月定期券代分と同額となり、お客様にとって不利益にはならないことから、特例の払戻しや3
日以内の払戻しには該当しないと考えました。しかし、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大され、臨時休校期間
が5月8日(金)までに再延長・また県立高校については5月31日（日）までの再々延長となりました。定期乗車券は、この期間にほとんど毎日電車
を利用しますということを条件に割引金額を設定しており、ご利用されるお客様が、ご不要になった場合に払戻を選択いただける取り扱いとなっ
ています。ご回答させていただいている通り、当初に発表された短期間の休校期間では、旅客営業規程の定める原則１ヶ月単位の払戻であり、
既に払戻をされているお客様が不公平となるため、特例の払戻しはいたしかねます。急な休校決定や休校期間の再延長など、弊社としても対応
いたしかねたところがございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

5/19 メール 減便はいつまで続きますか?電車内に人が増えて危ないと思います。

ご利用ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、車両の一部の窓を開けて運行やつり革のアルコール消毒及び車内アナウ
ンス等により対応を行っております。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運
行本数の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/19 メール
5月25日からの学校再開に際して定期券を購入予定です。4月に1度定期券を購入しましたが、その後休校が続いた為解約しました。その場合新
規での購入となりますが学校印がまた必要になりますか?

ご利用ありがとうございます。弊社の旅客営業規則では、学校教育法の規定による小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・大
学・高等専門学校・特別支援学校及び幼稚園の通学定期乗車券をお求めいただく際には、生徒手帳や学校の証明印等が必要ですが、臨時休
校の影響で生徒手帳や学校印がご準備できない場合に限り、ご本人様の公的証明書等を確認させていただきますので、ご用意ください。なお、
学校教育法の規定以外の通学定期乗車券をお求めいただく場合には、通学証明書と学生証の両方をご準備の上、ご購入下さい。

5/20 メール
irucaカードは、icocaカードのように10年使用しないと無効になるのですか?大人用のフリーカードは更新期限はありませんと書いてありますが、自
分の所有しているカードには10年利用がないと失効しますと書いてあり、よくわかりません。

ご意見ありがとうございます。フリーIruCaに更新期限はございませんが、IruCaのカードや機器、システムは性能向上等のため随時更新を行って
おりますが、長期間使用されていないカードについてはこうした機会がないために、最新のサービスレベルをご提供できなくなる恐れがあります。
このため、１０年間ご利用がない場合には失効することとさせて頂いておりますが、お客様の利便性を考慮し、機器やシステムが対応できる期間
は引き続きお使いいただける取扱いとしております。カード自体の不具合等により使用できない場合もございますので、その場合は駅係員にご相
談ください。

5/20 メール
irucaカードは、icocaカードのように有効期限はあるのですか?ホームページには大人用のフリーカードには更新期限はありませんと記載してあり
ますが、自分の所有しているirucaカードには10年利用がないと失効しますと記載されています。更新期限と有効期限とは異なり意味なのでしょう
か?

ご意見ありがとうございます。フリーIruCaに更新期限はございませんが、IruCaのカードや機器、システムは性能向上等のため随時更新を行って
おりますが、長期間使用されていないカードについてはこうした機会がないために、最新のサービスレベルをご提供できなくなる恐れがあります。
このため、１０年間ご利用がない場合には失効することとさせて頂いておりますが、お客様の利便性を考慮し、機器やシステムが対応できる期間
は引き続きお使いいただける取扱いとしております。カード自体の不具合等により使用できない場合もございますので、その場合は駅係員にご相
談ください。

5/20 メール
緊急事態宣言が解除され、通勤時間帯の電車が混雑しています。いわゆる3蜜状態になっています。早く元に戻していただきたい。よろしくお願い
いたします。

ご利用ありがとうございます。新型肺炎の感染予防対策については、車両の一部の窓を開けて運行やつり革のアルコール消毒及び車内アナウ
ンス等により対応を行っております。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運
行本数の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/20 三条 5月19日、塾からの帰りに温かい言葉をありがとうございます。
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。お客様に親しまれる行動と安心してご利用いただける鉄道を目指し、さらな
るサービスの向上に努めてまいります。

5/20 瓦町 簡易券売機の駅名を教えてください。 ご意見ありがとうございます。簡易券売機は、高松築港駅と瓦町駅（志度線口を除く）以外の全ての駅に設置しています。

5/20 瓦町

減便にして、車両数も減っており、3蜜になっている。一部窓を開けているが充分な換気ができている状態ではない。日除けを下ろしているため、
ほとんど空気の入れ替えはない状態。台湾のように、1席ごとにあけてスペースをとる必要があるのではないか。それなのに、蜜になるよう3人掛
け、6人掛けと蜜を強いているのはどうかしている。利用者のリスクを少しでも減少させることを考えているのか伺いたい。速やかに、蜜着席の提
示を撤去し、車両席を間隔を開けて着座するよう掲示すべし。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。座席定員数の表示につきましては、朝夕のラッシュ時間帯に可能な限り多くの方に座って頂ける
よう詰めた状態を想定して提示させていただいております。ご利用状況の少ない時間帯におきましては、少しでも密状態を減らせるよう積極的な
車内アナウンスで、お客様にご協力いただけるよう取り組んでまいります。なお、日差しを避けるための日よけにつきましては、必要のない場合
は、お気軽に乗務員までお申し出ください。

5/22 メール

新型コロナウイルス感染拡大防止 減便時刻表の時刻表について。いつも安全に運行していただいてありがとうございます。少し気になったので
すが、長尾線上りの2008の便は、減便時刻表では毎日運行している白いマスになっているのですが、実際は平日は運行していないのでしょうか?
平日運行しているのは、その前後の青いマスのみということなら、2008の便はピンクのマスでの表示になると思うのですが、こちらの理解が間
違っていたらすみません。待っていたのですが電車が来なかったので、もう少し分かりやすくしていただけると助かります。また、コロナウイルスの
件でいろいろと大変な時かとは思いますが、ことちゃんとアマビエのイラストなどで癒していただいてありがとうございます。

ご意見ありがとうございます。減便時刻表の白いマスの時刻は、平日・休日ともに運行しております。長尾線2008列車についても、毎日運行して
いますので、どうぞご利用ください。ことちゃんにつきまして温かいお言葉ありがとうございます。アマビエとコラボして、注意喚起のポスターやス
テッカー等のグッズを販売させていただいております。今後ともことちゃんをよろしくお願いいたします。

5/22 メール

本日19:40頃、片原町駅にて、改札付近にいた係員のおじさんの対応が良かったので投稿します。減便がいつまでになるのか尋ねたところ、『い
つまでかは決まってないんです。も～しばらくは続くのかと思われます。ご不便おかけしてすいません』と、淡々と言わずにとても感情を込めて回
答していただいたので、いえいえ大丈夫ですお疲れ様でございます。という気持ちになりました。どうもありがとうございました。質問ではないので
返信は不要です。

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常にお客様の立場に立った接客を心掛け、皆様に
親しまれる鉄道を目指し、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

5/22 メール
○○駅在中の○○の方ですが、コロナ対策で車両運用がいつもと違うため、今日も先日も琴平まで何両編成かを聞くと、いつも間違いの回答を
します。因みに、先日は、17時39分発の琴平行きを2両といいましたが本当は4両でしたさは、今日は19時39分発の琴平行きを4両といいましたが
本当は2両でした。待つ場所が違うため、正しい情報を伝えてもらいたいものです。

ご不快な思いをお掛けしまして申し訳ございません。該当駅員には、お客様に対して誤った案内をしないよう注意指導致しました。今後も、お客
様に適切な案内を行えるよう努めてまいります。

5/22 高松築港 6月の学校再開もある為、もうそろそろ減便運行はやめて平日だけでも通常運行にするべきで有る

いつもありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数
の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。現在の減便については、
交通インフラの責任を守りつつ、県民の感染リスクの軽減を考慮して、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を実施しております。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。



5/22 瓦町 そろそろ学校も始まるので、減便を止めるか2両を4両にするかしてください。今でも2両では結構混んでいます。
ご不便をお掛けし申し訳ございません。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから
運行本数の減便を引き続き実施しております。今後も利用状況等を踏まえ車両運用を行ってまいります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/25 メール 地方私鉄は3密にあたらないりかも知れませんが、大都市部では3密です。田舎から紛らわしい発信はやめてください。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。新型コロナウイルス感染症のリスクについて正確に理解をして頂きたい旨の発信であり、引き続
き車内の換気、消毒、職員の衛生管理やお客様へのマナーの呼びかけ等、リスク管理を徹底してまいります。ご理解のほど、お願い申し上げま
す。

5/25 メール
新型コロナウイルス感染防止にかかる減便の廃止について。香川県の緊急事態宣言は既に解除されていますが、未だに減便しているため電車
内は予想以上に密になっています。早期に通常ダイヤに戻して欲しいです。

いつもありがとうございます。5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから、運行本
数の減便を引き続き実施しております。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。現在の減便について
は、交通インフラの責任を守りつつ、県民の感染リスクの軽減を考慮して、夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便を実施しております。新型
コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/25 メール
緊急事態宣言が解除されたので、5/31迄でなくて、減便を早く通常に戻してもらいたい。現在は車通勤にしてますが、通常に戻ることで、通勤に
使う予定です。通常に戻す日をはっきり提示して欲しいです。

5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数の減便を引き続き実施してお
ります。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向け
て、気を緩めることなく、引き続き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。なお、現在の減便ダイヤから変更
がありましたら、決定次第、速やかに弊社ホームページや駅でお知らせいたします。

5/25 メール

前回と似たような意見になってしまうことをお詫び申し上げます。仮にことでんのサンポート高松乗入れによる交通結節機能強化が実現したとし
て、移設する予定であった、緑地が現在高速バスターミナルになってしまっていて、高松築港駅を移設する場所が取れないのではないかと思い
ます。この場合、新しく用地買収をする等しか方法がないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。高速バスターミナル以外に場所は確
保されているのでしょうか、回答よろしくお願い致します。

ご意見ありがとうございます。連続立体交差事業は高松市中心市街地の地域分断や交通渋滞、踏切事故の解消を図ること。また、高松築港駅
をサンポート高松に乗り入れることにより、都市拠点機能を高めることを目的としていましたが、2010年3月に事業の中止が決定されております。
当時、高松築港駅の移設先として現在の高速バスターミナルの場所が計画されていました。現在、香川県が連立事業の存廃について検討して
いるところですが事業の存続も含め、高松築港駅の移設場所や用地の確保等は未定と伺っています。連立事業は弊社が単独で計画するのでは
なく、サンポート高松周辺の都市計画を含めた事業計画となります。香川県をはじめ関係機関と協議してまいります。

5/25 メール 非常事態宣言が解除されたし、減便ダイヤを通常ダイヤに戻してほしい。不便。
5月14日に国の緊急事態宣言は解除となりましたが、香川県感染警戒が引き続き宣言されていることから運行本数の減便を引き続き実施してお
ります。減便の解除につきましては、今後の宣言の解除等を踏まえ検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向け
て、気を緩めることなく、引き続き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。

5/25 メール
香川県では既に緊急事態宣言が解除され、残る1都1道3県も25日に解除されますが、現在受付停止となっている貸切電車並びにレトロ列車特別
運行の再開目処は立っておりますでしょうか。レトロ列車特別運行については、事前応募制や整理券制にする、窓が開けられるようなら窓を開け
るなど、対策を取った上で早めに再開して頂きたいですが、現状如何でしょうか。

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等は自粛しておりますが、ご提案いただいた対策を参考
に、今後のイベント開催を検討してまいります。

5/25 高田 コロナの影響は大変かと思いますが、・・・終電をのがしてしまいました。
ご利用ありがとうございます。現在新型コロナウイルス感染拡大の防止対策のため、特別ダイヤで運行しております。減便の特別ダイヤについて
は、弊社ホームページまたは、各駅に掲出しておりますので、ご確認のうえ、ご利用くださいますよう、お願いいたします。

5/25 潟元
潟元駅では無人駅になりましたが、利用客もかなり多いのでIruCaのチャージの機械を設置してほしいです。（車内で、車掌さんがまず動けない・
動かないのでチャージが出来ません。乗る駅（古高松）も降りる駅（潟元）も、駅員さんもいなく、短時間なのでチャージをしてもらう時間がありませ
ん。降りた時にしていただこうと思っても車掌さんが急ぐ感じで嫌がります。）

ご意見ありがとうございます。無人駅はセキュリティ面の問題から、チャージ機の設置は行っておりません。電車内で車掌によるチャージを受け
付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

5/25 潟元
潟元駅にアンケート用紙が全くない。（古高松駅～潟元駅利用）古高松駅はホームが汚いです。高齢の方がホームでおしっこをしているのを2回
見かけました。嘔吐のあともたくさん残っています。そうじをしっかりしてください。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに潟元駅のイルカBOXの用紙を補充いたしました。今後は、定期的な巡回の際に点検し、
管理してまいります。また、古高松駅につきましても点検清掃いたしました。なお、駅での不適切な行為等を発見した場合には、警察と協力し対
応してまいります。お気づきの点などございましたら、ことでん運転営業所087-831-6008までご連絡ください。

5/25 潟元
（古高松駅～潟元駅利用）コロナの影響で減便されていますが、乗客がかなり増えて、いつもの3倍くらいの人になっています。（車両も3両が2両
になったりしているので「蜜すぎ」ます。9時までの仕事なのに帰りの電車もなく困っています。これから学生も増えます。

学校等の再開後、志度線のご利用状況は、昨年の60％程度となっています。緊急事態宣言が解除され平常モードに戻りつつあるため、2020年6
月8日より最終電車の繰り下げや一部の定期列車の運行を再開、車両運用の変更等を実施いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者
が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の収
束に向けて、引き続き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。

5/25 メール
令和2年5月25日(月)から、半日ですが高校の授業が再開されています。また、6月1日(月)から、通常の授業時間割に戻る予定です。電車の運行
ダイヤを、元に戻すのはいつ頃でしょうか?生徒が乗る様になれば、混雑は避けられません。ご検討をよろしくお願いいたします。

現在の減便については、交通インフラの責任を守りつつ、県民の新型コロナウイルス感染リスクの軽減を考慮して、夜間と閑散時間帯を中心に
定期列車の減便を実施しております。今後は、乗降調査等を行ないながら、ご利用状況を勘案しダイヤを検討してまいります。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き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。

5/26 メール コロナによる減便解除は、基準やいつ頃か目途はありますでしょうか。終電が早まり、勤務シフトに支障が出ており困っております。
新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、ご利用状況を勘案し、2020年6月
8日より一部の定期列車の運行を再開いたします。引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減
便解除につきましては、慎重に検討してまいります。

5/26 メール
会社や学校が再開になって、コロナが流行る以前より電車が混雑しています。利用者の安全を考えるなら減便よりもむしろ、増便や車両を増や
すなどの対策が必要ではないでしょうか。いつも対応が遅いので困っています。

学校等の再開後のご利用状況は、昨年の70％程度となっています。緊急事態宣言が解除され平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日よ
り最終電車の繰り下げや一部の定期列車の運行を再開、車両運用の変更等を実施いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生し
ており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の収束に向け
て、引き続き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。

5/26 メール
便数を減らしたことで、１つの列車当たりは過密になっている。コロナ感染防止の観点で言えば逆に感染リスクが上がっているだけ??体の良い経
費削減がしたいだけでしょ？公共インフラとして役目をはたせ。

緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定
期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につ
きましては、慎重に検討してまいります。今後も新型コロナウイルスの感染防止対策として、車内の換気や消毒を徹底してまいりますので、間近
での会話・発声などリスクを減らす取り組みにお客様のご協力をお願い申し上げます。

5/26 メール

緊急事態宣言が全面的に解除されましたので、今後ことでん電車の琴平線・長尾線・志度線の通常ダイヤの時刻表に取り戻せるかの検討を進
めて行ってほしいです。また、新型コロナウイルス対策がちょっとずつ終息を続けて行きながら、ことでんイベント開催時があるレトロ列車特別運
行されている琴電20形23号、琴電5000形500号、琴電1000形120号、琴電3000形300号の琴電旧型車の引退開催イベント時の検討も進めて行っ
てほしいです。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、ご利用状況を勘案し、2020年6月
8日より一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全て
の減便解除後にイベント等の開催につきましては、慎重に検討してまいります。

5/26 メール
香川県で感染警戒宣言が解除されたが、減便ダイヤはいつまで続けるのですか?平日の朝夕のラッシュも人が増えてきているような気がしてお
り、学校も始まっていて、時間帯によっては電車内は三密が発生してきています。終電も早く、遅くまで仕事ができない。今後は感染対策もしっか
りしながら、ダイヤを一日も早く通常ダイヤに戻してほしい。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。



5/26 メール
コロナダイヤをいい加減早く解除してほしい。香川県も全国も緊急事態宣言が解除されているのに、元に戻さないのはおかしい。ことでんがお金
がないから減便したままにしているように思う。ニュースでは昼間の閑散期のみ減便と報道されていたのに、17時台も減便されていて、通勤に不
便をきたしている。早く元に戻してください。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/26 栗林公園 減便すると、電車が混み感染リスクが高まると思います。

緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定
期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につ
きましては、慎重に検討してまいります。今後も新型コロナウイルスの感染防止対策として、車内の換気や消毒を徹底してまいりますので、間近
での会話・発声などリスクを減らす取り組みにお客様のご協力をお願い申し上げます。

5/27 メール 学校も再開された中、電車の減便が続き、電車内は三密になっています。1日も早い通常運行を願います。
新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/27 メール
緊急事態宣言解除に伴い、特別ダイヤの変更、特に21時以降の増便と終電時刻の延長を求める。新しい生活様式普及の意識は尊重するが、
特別ダイヤ継続は通勤利用者のニーズに応えられていない。また、21時前後を終電時刻とすることが感染拡大防止に利点を生んでいるとは現
状として考えられない。せめて、23時台まで1時間に1本程度の便は走行すべきである。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/27 メール
朝7時台の栗林公園駅から瓦町駅への走行中、アップダウンの激しい区間のため、縦横の揺れが酷く、危険な時が多くある。吊り革が少数の車
両の場合、乗客同士の接触も見られる。定刻での瓦町駅到着を目指すばかりに走行速度を上げているように体感する日が多々あるので御理
解、御注意いただきたい。そもそも、吊り革が少ない車両状況は以前から継続しているので改善していただきたい。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。電車の運転につきましては、決められた速度の範囲内で、遅延回復等の状況に応じた運転の取
扱いをする場合がございます。今後も「安全」を第一にお客様が安心・快適にご利用いただけるよう運転取扱を行ってまいります。なお、車両の吊
り革につきましては、改造費等に多額の費用が必要となるため、増設予定はございません。ご理解下さい。

5/27 メール
いつも8時台の長尾線に乗ってます。現在前後の便が減便されてます。緊急事態宣言中はまだそんなに混んでなかったですが、解除後は結構
混んでます。3密どころか100密以上です。早急に前後どちらか1つでも解除して走らせて下さい。不安がいっぱいの便です。

緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定
期列車の運行を再開いたします。長尾線の8時台の便につきましても運行再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生してお
り、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。今後も新型コロナウイルスの感染防止対策と
して、車内の換気や消毒を徹底してまいりますので、間近での会話・発声などリスクを減らす取り組みにお客様のご協力をお願い申し上げます。

5/27 メール
いつもことでんを利用しています。通勤で7時16分の八栗発に乗っていますが、土曜日も利用したいのですが、運休になっています。緊急事態宣
言が解除になったので、1日も早く元の通常ダイヤにして下さい。車両も2両の時があったので、朝の8時代までと夕方の16時以降の通勤時間帯
は、車両を3両にして下さい。よろしくお願い致します。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/28 メール
コロナの影響で電車の減便が続いていますが、そのために日中の電車内の乗客が多くなり、密になりやすくなっているように感じます。さらに、学
校開始により日中の乗客が増えると思います。感染予防のためにも、通常通りの運行に戻していただきたいです。

緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定
期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につ
きましては、慎重に検討してまいります。今後も新型コロナウイルスの感染防止対策として、車内の換気や消毒を徹底してまいりますので、間近
での会話・発声などリスクを減らす取り組みにお客様のご協力をお願い申し上げます。

5/28 メール
現在電車が減便されていますが、今後も減便したままでしょうか?減便されると時差出勤の時間もなかなかいいのがない状況なので、便数は元に
戻してくださいよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より一部の定期列
車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきま
しては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/28 メール 電車はいつまで21時終電ですか?仕事上とても困っています。早く以前のように戻してほしいです。それかせめて22時終電にしてほしいです。
新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より最終電車の繰
り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全
ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/28 メール

新型コロナウイルスがちょっとずつ収まり続いて、終息していた時に現在レトロ列車特別運行をされている琴電20形23号、琴電1000形120号、琴
電3000形、琴電5000形500号が引退されていた時に昭和63年(1988)～平成8年(1996)に旧琴電時代の車体更新があった分の車両整備を行って
いる「まちの記憶あずかり所 琴電」の題目がある分のパネル写真も展示を進めて行ってほしいので、その車体更新が仏生山工場で車両点検、
車両整備を行われていた撮影地の場所があるパネル写真の展示も検討を進めて行ってもらいたいのです。

ご意見ありがとうございます。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等は自粛しております。引き続き他国や他都市で感染者
が発生しており、感染の第2波を回避するためにもイベントの再開については、慎重に対応してまいります。

5/28 メール
朝の6～7時代だけでいいので電車の本数を戻して頂けませんか?自体が自体なので、仕方ない部分もありますが、このままではいつもより1時間
早く出るか遅刻覚悟、あるいは事故覚悟で急がなければ職場につけません。

ご意見ありがとうございます。2020年4月29日から夜間と閑散時間帯を中心に定期列車の減便ダイヤを実施しておりますが、平日の朝6～7時台
は、長尾線で長尾行き1便、志度線で大町行き2便、大町から瓦町行き1便の計4便を減便しています。ご意見につきましては、今後の状況を踏ま
え、検討してまいります。

5/28 高松築港
緊急事態宣言は解除されたにもかかわらず、なぜ便数を減らしたままなのですか？利益重視で従業員・利用者の安全を軽視しているとしか思え
ませんね。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より最終電車の繰
り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全
ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願いいたします。

5/28 メール

緊急事態宣言が解除され、琴電の利用者が従来通りに戻っているのに、いつまでも減便のままでは、いつクラスターが起きてもおかしくない状態
です。早く通常のダイヤに戻してください。また、窓口の駅員さんに聞いても、すみませんの一言もなく、『うちはコロナと関係ないのでいつ戻るか
はわかりません!!』と若干めんどくさそうに言われました。一日に何度も聞かれるのかもしれませんが、乗客も、まだ警戒しているからこその質問
です。誠実で真摯な対応をお願いいたします。

緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつありますが、従来に比べると60％程度のご利用となっていま
す。引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいりま
すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。お
客様には、親切で丁寧な説明が行えるよう社員教育に取り組んでまいります。

5/28 メール
志度線に、東京メトロ丸ノ内線の02系を入れていただきたいです。先頭車だけでも。また、車両更新を機に列車のワンマン化も実施していただき
たいです。人件費削減を図るべく。

ご意見ありがとうございます。車両の導入計画・ワンマン化は、現在のところ未定です。今後の車両導入時の参考にさせていただきます。

5/29 メール
コロナウイルスに伴う払い戻しは3月3日以降利用履歴がある場合は払い戻し不可なのでしょうか?実際、コロナウイルスに伴う学校登校禁止に
なったのは4月以降であり、3月の時点では分かりませんでした。何か特別な対応はありませんか?

ご意見ありがとうございます。3月の臨時休校に伴う通学定期乗車券の特別払戻につきましては、2020年3月3日にホームページ等でお知らせさ
せていただき、1ヶ月の告知期間をもって、4月3日から17日までの払戻期間を設定いたしました。香川県が4月8日に発表した臨時休校について
は、2020年4月13日(月)～4月24日(金)までとなっておりましたが、その後、香川県からの緊急事態宣言や国からの緊急事態宣言が全国へ拡大さ
れ、臨時休校期間が5月8日(金)までに再延長・また県立高校については5月31日（日）までの再々延長となったことから、旅客営業規則の定めに
よる払戻対応とさせていただいております。



5/29 メール

減便はいつまで実施でしょうか?琴平線を利用しています。終電が早いです。時差出勤等をしておりますが終電が早すぎるため仕事が終わらない
時があります。21時台、22時台の2本を1本に間引くのなら理解できますが、2時間近い終電時間を早めるのは利用者のことを考えていないと感じ
られます。県、国、共に非常事態宣言が解除されましたが、御社の減便解除はいつでしょうか?コロナ禍を理由に採算が合わないから継続でしょ
うか?片原町駅にて駅員の方にお尋ねしても「コロナが終息したら」の1点張り。何も考えていない印象です。ご返答、お願いします。

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より最終電車の繰
り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全
ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。また駅係員の対応で、ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。今後このよう
な苦言をいただくことのないよう執務態度について指導してまいります。引き続き、新型コロナウイルスの感染予防対策に努めてまいりますので、
お客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/29 潟元
子どもが電車大好きで、時々駅で手をふっているのですが、車掌さんがいつも手を振り返してくださるのがとても嬉しいです。お忙しいなかありが
とうございます。また、時々ベビーカーで乗車すると乗り降りの際、お手伝いしてくださり本当にありがとうございます。優しいお心遣い感謝してい
ます。（本来手を振ったりするのは運行上良くないと聞いたことがあります。不適切な手紙でしたら大変申し訳ございません。）

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。お客様に親しまれる行動と安心してご利用いただける鉄道を目指し、さらな
るサービスの向上に努めてまいります。

5/29 瓦町

ことでんに対してのクレームです。コロナ対策で終電時間を変更したいのはわかりますが、まだ元にもどさないのですか？せめて終電時間をもう
少し遅くまでできませんか？仕事は少しずつ普段に戻っていても、ことでんが戻ってくれないと日常に戻っていけません。終電を利用しているの
は、お酒を飲んでいる人ばかりではないです。仕事に支障をきたしています。しかも終電　月～木は4両なのに、どうして金は2両（琴平線）なので
すか？飲んで帰る人を減らすためですか？上記同様、飲む人ばかりが利用しているのではなく土日休むために金が遅くなる人もいます。実際、
金の終電は三蜜です。これで感染者が出て広がれば、ことでんのせいです。まだ終電の時間をそのままにするなら金曜も4両編成にしてくださ
い。定期代払って乗っているのに、お客様に対するサービスがなっていないと思います。安心して乗れるように考えて下さい。どうして金だけが2
両にしているのかことでんの考えを聞かせてください。理由を掲示して下さい。

2020年4月29日から新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より最終電車の繰
り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全
ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。新型コロナウイルス感染症の収束に向けて、引き続き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。

5/29 メール 飲んでもことでんが足かせになって経済の足をひっぱっているのは、どういう事
新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、2020年4月29日から定期列車の減便を実施しておりましたが、2020年6月8日より最終電車の繰
り下げや一部の定期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全
ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。引き続きお客様のご理解・ご協力をお願い致します。

5/29 メール
現在、新型コロナウィルス感染拡大予防措置として行われている間引き運転、特に始発・終電の措置はいつごろ解除され従来通りの通常ダイヤ
に戻る計画でしょうか。

ご意見ありがとうございます。2020年4月29日から減便ダイヤで運行させていただいておりますが、始発便につきましては減便を設定しておりま
せん。なお、2020年6月8日から最終電車の繰り下げや一部の定期列車の運行を再開いたしますが、引き続き他国や他都市で感染者が発生して
おり、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につきましては、慎重に検討してまいります。

5/29 メール ○○勤務は無視か!!土日も勤務あるそ!!終電は10時以降だ  緊急解除でも仕事通えないだろうが!!
緊急事態宣言が解除され、学校等が再開されたことにより、平常モードに戻りつつあるため、2020年6月8日より最終電車の繰り下げや一部の定
期列車の運行を再開いたします。なお、引き続き他国や他都市で感染者が発生しており、感染の第2波を回避するためにも全ての減便解除につ
きましては、慎重に検討してまいります。


