
受付日 投函場所 ご意見 ことでんからの回答

6/1 メール
新型コロナウィルスの拡大防止のために、電車が減便になっているが、そろそろ、通常運行に戻してくれませんか?通勤時間の8時台(長尾線)は前後の便が減便になって
いるので、激混みです。琴平線と違って、車両の大きさも小さい上に減便され、密になっているのは、大変危険だと思いませんか?5/28に高松築港駅で降りた人の数を数
えておりましたが、築港で数えても意味ありません。林町や、瓦町前の乗車率を見るべきです。雨の日は密閉されているし、密になりすぎです。早く戻して下さい。

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。

6/1 メール 現在運行中の1080形「還暦の赤い電車」の運転終了日(ラッピング終了日)を教えてください。
いつもことでんをご利用頂きましてありがとうございます。琴平線で運行中の還暦の赤い電車は2021年2月下旬頃まで運行予定となっております。ご乗車お待ちしておりま
す。

6/2 瓦町 ありがとう！いつものせてくれて

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。運行の再開により朝のラッシュ時間帯は、予備車両を除
く全ての車両を運用しており、今以上に編成数を多くすることはできません。お客様のご利用状況をもとに適切な車両運用に努めてまいります。なお、今後も新型コロナウ
イルスの感染防止対策につきましても車内の換気や消毒を徹底してまいります。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/2 瓦町
ことでんグループのホームページについて意見です。ＨＰトップには「減便ダイヤのお知らせ」と大きな枠を掲載すれば、電車の便が今どういう状況（ダイヤの増減）が利用
者にとってわかりやすかったのではないのかと思います。

ご意見ありがとうございます。現在、減便ダイヤで運行しており、電車・バスの特別ダイヤがわかりやすいよう、ことでんグループのトップページ中央にバナーを表示し、見
やすさを改善いたしました。今後もお客様にわかりやすい情報提供に努めてまいります。

6/2 メール

平成10年(1998)頃からことでん琴平線高松築港―栗林公園間、ことでん長尾線がある高松築港―花園間に琴電立体交差事業対策協議が行われていて、平成22年
(2010)3月頃に琴電立体交差事業が中止が決まってから○10年が経ちました。それは、平成12年(2000)7月12日(木)に大阪に本社がある当時そごうグループの百貨店が
あった企業が事実上倒産がありましたので、平成13年(2001)1月22日(月)に琴電瓦町駅ビル内があった当時コトデンそごうの企業が高松地裁に民事再生法を適用され
て、事実上倒産されましたので、平成13年(2001)4月14日(土)頃に琴電瓦町駅ビル内にあった百貨店のコトデンそごうが閉店とされていて、平成13年(2001)9月1日(土)に
岡山市に本社がある天満屋の企業との連携されていて、当時瓦町天満屋の百貨店が琴電瓦町駅ビル内にオープンされましたので、平成13年(2001)12月7日(金)に琴電
本体が高松地裁に民事再生法を適用されて、事実上倒産が行われていたのです。今後琴電立体交差事業は、どのような形になるのかを琴電、香川県、高松市との協議
を進めて行きながら対策検討を行ってほしいです。また香川県の財政状況の影響も大きく広がり続いていたのです。

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。

6/2 メール

平成22年(2010)3月頃にことでん琴平線の高松築港―栗林公園間及びことでん長尾線の高松築港―花園間を結ぶ琴電立体交差事業が中止が決まってから○10年が経
ちました。それは、当時大阪にあったそごうグループの企業が事実上倒産して、当時瓦町駅ビル内にあった企業のコトデンそごうが高松地裁に民事再生法を適用されて、
事実上倒産が行われて、その後琴電本体が高松地裁に民事再生法を適用されていて、事実上倒産が行われていて、また香川県の財政状況の影響も大きく広がり続いて
いたのです。今後琴電立体交差事業は、どのような形になるのかを琴電、香川県、高松市との交通対策協議を行われていた時に琴電立体交差事業の整備、工事費用の
事について、その課題の検討を進めて行きながら取り組みを行ってもらいたいのです。

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。

6/2 メール

平成10年(1998)頃から平成12年(2000)3月半ば頃まで最初JR高松駅南周辺辺りに新高松築港駅を建設地とされていたことでん琴平線の高松築港―栗林公園間及び、こ
とでん長尾線の高松築港―花園間に琴電立体交差事業計画が進めて来られていて、琴電の経営悪化されていて、香川県の財政状況の影響が大きく広がり続いて、当初
の事業計画が中断されていた分がある様子でした。道路状況と交通渋滞とかも踏まえて行きながら今後新たに琴電立体交差事業計画案を踏まえながら公共交通機関に
も大きな影響が広がり続いて行かないような感じで緩和を取り組んで行ってほしいです。

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。

6/2 メール
先週5月25日月曜日に緊急事態宣言が全面的に解除されてから1週間が経ちますので、現在ことでん琴平線三条―太田間に「ことでん伏石駅」の新駅が開業を伴ってい
ますので、ことでん伏石駅が開業されるのは、いつ頃迎えられるのですか?やっぱり電車とバスの公共交通機関がある事業を再編に向けて、緩和を踏まえながら道路状況
と交通事情に進めて行きながら取り組みを目指して公共交通対策協議にも検討をしてもらいたいのです。

ご意見ありがとうございます。現在、三条駅～太田駅間の伏石駅開業に向け、駅前広場の整備と同区間の複線化の整備を進めているところです。今のところ開業時期に
ついては決まっておりません。伏石駅以外の工事の進捗具合を勘案の上、関係機関と協議して決定する予定です。今後も人と環境にやさしく快適で利用しやすい公共交
通機関を目指して事業に取り組んでまいります。

6/2 メール
毎朝の通勤でことでんを利用しています。新型コロナのため定期便が一部減便されており、この度6/8より一部再開との事ですが、3216便の仏生山8時3分発だけ何故再
開されないのでしょうか。本日6/1は学生も登校が再開し、通勤の会社員も多数おり、かなりの密で、不快極まりない状況であり、感染リスクが高いくかなり危険です。どう
にか、早く再開していただけないでしょうか。何卒よろしくお願い致します。

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。

6/2 メール

減便を今すぐ中止して欲しいです。仕事も学校も通常モードとなっている現在、減便の取り止め対応が遅すぎます。乗車率を把握していますか?そもそも減便をすることが
なぜ感染拡大防止対策になるのでしょうか?防止ではなく拡大対策をしていますか?瓦町の駅員に5/29の時刻表ホームページ掲載より前に「いつ減便終わりますか?」と聞
いても「上から何も聞いてないんで分かりません!」と、同じような質問をいっぱいされているのかは知りませんが、「私に聞かれても知らんし!」というような雑な言い方をされ
ました。瓦町駅に立っている年配の男性の方2人ですが、どのような指導・教育をされていますか?

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。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。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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密と呼んでおり、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。

6/2 メール

太田駅の駐輪場について。駅すぐそばの駐輪場が工事のために台数が少なくて大変困っています。駅より南に駐輪場がありますが自宅が駅より北にある私にとって 遠い
です。駐輪場に行って満車の為、南の駐輪場まで行って乗り遅れたり、一つ早い電車に乗るようにしてます。しかし期間が長すぎるし完成しても自転車置き場が広がると
は思えません。何とか対策をしてもらえませんか。バス停の一部を駐輪場にするとか、高校生の夜止めてある自転車を別の場所に移動するとか(原因は桜井高校生の自
転車)電車を動かしている人には、私たちの苦労はわからないのでしょうか。早急に対応お願いします。

ご不便おかけして申し訳ございません。太田駅の北側駐輪場については、三条駅～太田駅間の複線化工事に伴い、2019年10月1日より駐輪台数が約200台減少しました
ので、臨時の駐輪場を太田駅南側の複線用地に整備しました。県道より北側にお住まいのお客様には、大変ご不便をおかけしております。お申し出の場所を含め、太田
駅付近で駐輪場の整備について検討してまいります。今後も人と環境にやさしく快適で利用しやすい公共交通機関を目指して事業に取り組んでまいります。

6/2 メール 減便をなくしてほしい。クラスターになってからでは遅い。一週間が命取りになる。

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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、リスクをできるだけ正確に知り、間近での会話・発声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。

6/2 メール
いつ全線再開されるのでしょうか。6/1より大体の会社、学校が再開されていますが、電車は、いつになったら通常になるのでしょうか。今の状態では、減便前よりも混雑し
ていて、三密も守られていないのですがどのような計画をされていますか。

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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/2 メール

主旨:せめてコロナ対策として、「マスク着用し、会話を控え、できるだけ、お客様同士が接近しないように。」という内容を車内や駅構内で頻繁に放送してください。理由:5月
の連休明けから電車の利用客が徐々に増加し、車内の混雑が増しているうえ、最近はマスクをしていない人、車内で会話し続ける人が目につくようになっています。今
後、さらに利用客が増えると思われますので、琴電クラスターの発生が懸念されます。貴社では、電車の窓を部分的に開け、有人駅に消毒液はおいていますが、これら以
外のコロナ対策が行われていないようですので、対策の強化をお願いします。本当は、マスク未着用の客の乗車拒否、車掌による個別の注意喚起も徹底的に行ってほし
いですが、おとなしい車掌さんが多いようですので、強い指導は無理かと思います。せめて、主旨に記述したようなことだけでも、琴電独自のコロナ対策として是非実施し
てください。 なお、夜間減便は不要な飲食防止としてコロナ対策になっていると思いますが、日中の減便は貴社の減収回避策であって、コロナ対策としてはあまり有効な
ことのように思えません。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。マスク着用は推奨されていますが、公共交通機関をご利用される場合の義務付けはされておりません。今後もご利
用のお客様にはエチケットとして車内放送等で呼びかけてまいります。なお、日中の運行再開については状況を踏まえ検討してまいります。何卒ご理解賜りますようお願
い申し上げます。

　ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。2020年6月1日～15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。



6/2 メール

いつも大変お世話になっております。駅員の方の気持ちの良い挨拶と丁寧な対応に、感謝しています。また、新型コロナの影響で、大変だと思います。貴重な市民の足と
して、頑張って下さい。ダイヤや車両のやり繰りで大変かだと思いますが、私が利用する琴平線の築港発、17時45分の車両の乗降口が前後に2つしかないケースが多く
見受けられます。折角、順序よく並んでいても、無駄になるケースが多く、改善できないものでしょうか。また、この車両には、毎日その乗降口に立ち、乗り降りする客の邪
魔になる人がいます。大柄な方で、ドア半分以上を塞ぎ、迷惑極まりない。注意し、喧嘩になるのも嫌なので、皆、黙っていますが、多少の実力行使(押しのけたり)はして
いますが、全く我関せず。車掌さんから、一言「乗降口付近にいらっしゃるお客様、この駅で乗降するお客様の為、ご配慮願います」等のアナウンスをして頂けませんか。

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、ポスターや車内放送等により継続してお願いしています。また、乗務員は車内の状況等の把
握に努めていますが、お申出のございました運行時刻について、特に注意を払うよう周知いたしました。迷惑行為を受けた場合や発見された場合には、速やかにお近くの
係員にお申し付けください。なお、弊社の車両は形式により乗降口数が異なりますが、車両検査等により車両運用を固定することが出来ないため、電車が到着する前に
乗車口をご案内することができません。ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

6/2 メール
琴平線を利用しています。8時4分発の仏生山発を利用していました。新型コロナでのダイヤ短縮は理解できますが、6月になり学生が戻り、満員電車になっています。車
内アナウンスで、感染症対策と言われてますが、ダイヤを元に戻すことも、密を防ぐ有効な対策ではないでしょうか。何より、元に戻さないことはサービスの低下ではない
でしょうか。新型コロナをきっかけにこの対策が恒常化しないようにしていただきたい。

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。

6/2 メール
現在緊急事態宣言も解除され、通常勤務に戻る人も増えてまいりました。その影響か、今朝の長尾線は東京並みに満員電車で、3密状態にありました。普段から長尾線
は混み合う事が多い様に思います。こう言った状況を避けるためにも、長尾線も3両編成に増やしていただけないでしょうか。以上よろしくお願い申し上げます。

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。なお、長尾線は、ホームの長さが短く、3両編成での運行はできません。ま
た、ホームの長さを確保するためには、駅施設の大幅な改修が必要となるため困難です。ご理解ください。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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密と呼んでおり、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。

6/2 メール 減便のおかげで以前より三密が激しいです。朝夕、通勤通学の時間帯は、逆に増便して下さい。現状把握してますか?

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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/2 メール

お世話になっております。定期の払戻に関して、4、5月のQ&amp;Aを読ませていただいたので、無理なのだなあとは思いますが、今ひとつ、よくわからないので、申し訳あ
りませんが問い合わせさせていただいております。最初の3月～4月にかけての休校期間の際は、1か月以上使用していなければ払戻をしていただけたので、今回も同じ
ような対応になるのかと思い、4月～5月の休校の間に臨時登校日が何度かありましたが、定期券を使わず登校させました。が、今回は有効期限が対象でない場合は払
戻にならないということで驚きました。前回の時と何が異なるのか、説明を読んでも今ひとつわかりません。学生定期はずいぶん割引いていただいているのは十分承知し
ておりますが、年間7万円以上の交通費がかかっているので、全く利用していない分だけ有効期限を延長するなどの対応をしていただけると、家計も助かるのに…と感じ
ます。今回はさらに休校期間が長く、ほぼ2か月近く利用していないので、余計にそのように思います。払戻に関して、ずいぶん厳しい声もあるようで、前代未聞の状況で
職員の皆様もずいぶん検討をした上での対応をされた中、ご苦労が絶えないとは思います。しかし、消費者からすると、やはり全く利用していないのに…という気持ちがあ
りますので、ついついJRの対応と比較して声をあげてしまうのかなと思います。長々ととりとめないことを書いてしまいましたが、前回の休校の時との対応の違いをわかり
やすく説明していただけると助かります。お忙しい中、他の方々と同じような問い合わせをして申し訳ありません。

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。2020年3月は、1ヶ月の休校期間であったことから、特別払戻の設定を設けていました。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、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。

6/2 メール
コロナ対策で減便していますが、今日の四国新聞を見ましたか?最近は、学校も再開され、仕事も通常となっていますが、減便のままです。6月8日からは増やすとなってい
ますが、まだ、減便のままです。終電も早いです。これでは、少ない電車内に集中して乗車するため、三密を招いています。今、過去に比べて利用者数が少ないのは、そ
の三密を避けるためです。琴電さんは、今すぐにでも、便を増やして元どおりにするべきだと思います。

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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/2 高松築港
コロナや仕事、生活は一体どうなるか解除されても不安なこの時、一番の不安は公共交通機関である「ことでん」です。今日も考えられない混み具合で、マスクをしていな
い人も多くおり、公共交通機関がコロナ対策はしない。間引きをやめない。ありえないと思います。朝や夜、仕事の前後にこれだけのストレスをあたえるのは、社会常識か
らもおかしいと思います。密にならないようにしないといけないのに、あえて密を作る御社の営業に不信感しかありません。早急な全面運行を要望します。

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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/2 メール
ことでん長尾線 瓦町駅発17:45の電車がかつてない位混んでいます。車両故障で運休が出た位混んでいて、つり革も持てない位です。密集しているので、持病がある私
は感染が怖いです。高校が再開されたので、元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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密
と呼んでおり、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。

6/3 メール
いつも通勤で利用させていただいております。新型肺炎において色々対策をされているなか申し訳ありませんが、電車の本数はいつ頃通常に戻りますでしょうか。緊急事
態宣言が解除され、今では学校も始まり、電車の中での『密』が気になります。また、土日祝も出勤してる身としては普段利用してる時間帯の電車がないのはとても不便で
す。難しいとは思いますが、少しでも早く通常運転になることを願っております。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/3 メール
朝、瓦町駅改札口で脚立に乗った人が改札から出てくる人を無言でカメラ撮影を繰り返しています。コロナ対応だとは思いますが、いい気はしません。せめて何のために
誰が撮影しているのかわかるようにして下さい。人の顔も個人情報だと思います。撮った写真はどのように使われて、ちゃんと処分されているのか心配です。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。6月3日は、報道関係者が瓦町駅の改札前の様子を取材されていました。翌日の紙面でJR四国、琴電での列車の運休、
一部再開の記事が掲載されていましたが、写真の掲載はありませんでした。今後、同様の取材申し込みがあった際には、お客様にご配慮いただくよう申し伝えてまいりま
す。

6/3 高松築港
ご意見用紙がどの駅も置いていません。BOXだけではご意見書けません。5月29日長尾線2014便に乗車しました。車内はすごく混みあっておりました。瓦町駅で気が付い
たのですがシートの上に新聞紙＋ゴミ袋。何かあったのでしょうか。混み合っていて、2人くらいは座れたと思います。車両取替など早目にして欲しいです。減便されていま
すが、戻して下さい。

ご不便をおかけして申し訳ございません。各駅のイルカBOXの用紙は、直ちに補充しました。座席シートにつきましては、濡れている箇所がありましたが、ラッシュ時間帯
での車両取換ができなかったため、新聞紙とゴミ袋で応急処置をしました。ご理解ください。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。

6/3 高松築港
新型コロナウイルス拡大防止のため減便となっているが、6/1～学校も始まり、電車が混み合っております。ＨＰを見ると6/8～少し減便が解消されるとの告知を見ました
が、通常ダイヤに戻して頂けませんか？密がすごいです。混み合っているのにクーラーもなく体調が悪くなりそうです。瓦町をすぎてからクーラーを付けるのでは遅いです
よ！！是非、改善をお願いしたいです！

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。電車内の
空調につきましては、乗務員にきめ細やかな温度管理を行うよう指導や教育を実施しておりますが、今後も快適な車内空間の提供が行なえるよう社員教育を徹底してま
いります。なお、暑い時や寒い時はお気軽に乗務員までお申し出ください。

6/3 メール 減便をやめてください、十分に客は戻ってると思います。
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。



6/4 メール

いつもお世話になっております。本日午後、高松市牟礼総合センターに来庁された男性(匿名希望)から、電車・バス等での新型コロナウイルス感染拡大防止対策につい
て、ご意見を賜りました。ことでん様及びJR四国様をご案内しましたが、牟礼総合センターの責任のある職の者から、必ず申し伝えてほしいとのことで私が対応させていた
だきました。すでに、あらゆる対策を講じておられると思う旨、ご本人にはお伝えしております。なお、ご本人への回答は不要とのことです。よろしくお願い申しあげます。
1 特に、最終の電車・バスは消毒を徹底してほしい。
2 ことでん築港駅は、県内外の人が往来すると思うので、体温測定(感 知式)を設置してほしい。

ことでんでは、車内・駅施設の消毒を定期的に行い、乗務員・駅係員のマスク着用と出勤時の体温測定を義務付けております。また、お客様の時差通勤を車内放送により
呼びかけると共に車内の換気を行うため、窓の一部を開けて運行を行っております。体温測定機（感知式）の設置については今後の参考とさせていただきます。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策にお客様のご理解ご協力をお願いいたします。

6/4 メール
いつまでコロナ対策の減便を行うのですか。減便でなくて一宮止まりにしてますが何か意味があるのでしょうか。非常事態宣言解除されて利用者も増えてきてます。イコー
ル三密になっていると思います。減便している、非常事態宣言解除している三密になると思いませんか?ご意見をお願いします。何か違う意図でもありますか。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。なお、3つの密が重なるとクラスター発生のリスクが高まりますが、車内
の消毒や換気を実施しており、ラッシュ時間帯における電車利用で多数の密集を除けば、会話や発声する密接のリスクを減らす行動（新しい生活様式の実践）について、
お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

6/4 メール
六月から子供が通常登校となり、塾終了が10時となっています。終電が早まっているため、毎回迎えが必要です。困っている家庭は他にも多くあると思います。8日からの
運転も22時発なので、間に合いません。何とかして欲しいです。

いつもご利用ありがとうございます。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。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/4 メール こんにちは!　バーバパパの電車は、もう、走ってないのですか?
いつもことでんをご利用頂きましてありがとうございます。バーバパパのラッピング電車は、2018年4月～2019年5月まで運行しました。現在も車内の座席の柄はバーバパ
パのままです。ご乗車をお待ちしております。

6/4 メール

ご連絡ありがとうございます。減便することによっての新型コロナ感染拡大防止においての、メリットは何でしょうか。車両の換気は窓の開閉により、台数に関係なく徹底さ
れます。多人数の密集、間近での会話、発声する密接場面を避けるとすれば、今の減便状態では余計悪化していると思われます。私は仕事柄、緊急事態宣言中も出社し
なければならず、平日土日関わらずことでんを利用させて頂きました。しかし、現段階が1番車内やホームが混雑しており、他人との密接、多人数が密集していると思いま
すが、いかがでしょうか。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/4 瓦町
電車を利用し、羽間駅下車の際に発生した運転手の事故未遂と不適切な対応について報告し説明を求めます。当方は、当該駅到着後、速やかに下車し、車両前の線路
を渡ろうとした際に警告のクラクションを鳴らされました。また、線路を渡り切っていないのに車両が始動し、あやうく接触するところで恐怖を感じました。また、今回の危険
な行為は、規則に従って調査願います。

ご不安な思いをおかけして申し訳ございません。当該運転士には、安全運転に対する姿勢や警笛の使用について厳重に注意指導を行いました。また、全運転士に対して
も点呼執行場で警笛の使用方法と発車時の安全確認の徹底を行うよう周知いたしました。今後も列車添乗や運転記録装置による運転状況を確認し、お客様が安全安心
かつ、快適にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

6/4 栗林公園 5月31日（日）昨日1083編成を使用した試運転が仏生山から上りに向かったが、実際どの区間まで行われたのでしょうか？
ご意見ありがとうございます。弊社では、安全面やサービス改善を目的とした試運転を実施する場合がございます。通常運行に影響しないよう実施しておりますので、ご理
解のほどお願いいたします。

6/4 三条
6月8日（月）定期列車の再開は良いですね。しかし東京は再開しても三密・密閉になってしまうなど、コロナの感染が心配されます。（昨日のニュースでも）定期列車のみな
らず車両数を4両化（琴平線のみ）する事で混雑を改善できると感じます。ことでんも利用しますが、コロナにだれ1人も感染させない事を願っています。

ご意見ありがとうございます。お客様のご利状況を調査し、2020年6月1日から車両運用を変更いたしました。また、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電
車の繰り下げを実施するとともに今後も、車内の消毒を徹底し換気を行うことで感染防止に取り組んでいまいります。

6/4 瓦町 ありがとう！いつものせてくれて 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、お客様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。

6/4 瓦町 今日はあまり混んでないなと思ったら、いつも2両の電車が4両になっていました。とても助かります。ありがとうございます。
ご意見ありがとうございます。現在、減便ダイヤで運行しており、ご利用状況の多い時間帯につきましては、2020年6月1日から車両運用を変更いたしました。今後もお客
様からのご意見やご利用状況を調査した車両運用を行ってまいります。

6/4 瓦町
コロナで電車が減っていますが、通勤の時間帯だけでも通常に戻してくれませんか？学校も始まり、学生が増え、朝の8時台はとても混み合っております。東京でも第2波
34名など、こちらでも電車の中で感染しないか心配です。6/8～増えるみたいですが、明日からでも通常に戻して下さい。お願い致します。

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
しました。現在、感染の第2波を回避するため、新しい生活様式が求められています。今後もご利用状況を調査し、この新しい生活様式にあわせたダイヤ設定を検討して
まいります。なお、引き続き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。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近で
の会話・発声する密接場面」を3密と呼んでおり、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。

6/5 メール
お忙しい中すみません。貸切列車のヘッドマークオプションについてお伺いします。ヘッドマークデザインの中に、御社の車両前部のイラストと「ことちゃん」のイラストを使
用したいと考えているのですが、使用してもよろしいでしょうか。申し込みは来年頭を考えています。

お問合せありがとうございます。現在、弊社では、貸切電車に「ことちゃん」のイラストを使用したヘッドマークの作成は承っておりません。ご意見は、今後の参考とさせてい
ただきます。

6/5 メール なぜ、公表しないのでしょうか？おかしくないですか？ ご意見ありがとうございます。弊社の情報はホームページで公表しておりますので、ご覧ください。

6/5 メール
平成10年(1998)7月半ば頃から平成12年(2000)3月頃まで当時サンポート開発事業の整備が進めてられていた時代に高松市中心市街地に連続琴電立体交差事業計画
が行われていて、平成22年(2010)3月頃に財政状況があっていたために中止が決まっていて、今後高松市中心市街地の連続琴電立体交差事業計画案は、どのような感
じになって行くのですか?

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。

6/5 メール

立て続けの質問申し訳ございません。来年3月中旬に貸切列車の運転をお願いしようと考えています。それに際して不明なことがあるので、お伺いします。
1,貸切列車の方向幕指定が可能と先日ご教示いただきました。実際にお願いしたいのですが、長尾線の1300形ではどういった幕がありますでしょうか。また、種別の方も
指定可能でしょうか。
2,1300形へのヘッドマーク取り付けは可能でしょうか。
3,来年3月中旬、1300形の内、検査等で使えない編成など分かる範囲で教えてください。

お問合せありがとうございます。1300型車両の行先方向幕は「高松築港・琴電琴平・一宮・仏生山・岡本・滝宮・瓦町・高田・平木・長尾」の表示が可能です。また、種別方
向幕は「回送・試運転・準急・普通」となっております。なお、ヘッドマークは1305×1306号のみ取付可能ですが、来年3月中旬ごろに定期検査に入場する予定です。現在、
新型コロナウイルス感染防止対策として、貸切電車の受付を中止させていただいております。貸切列車をご要望のお客様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理
解を承りますようお願い申し上げます。

6/5 メール
通学する時にいつもは志度線の7:36の電車で行きますが、新型コロナウイルスで減便されてしまいました。その7:36が無いせいで早く学校にも行けません。私は船で通っ
ているので7:26は乗れないのです。そうなると7:46では部活動に参加できません。早く7:36を作ってください。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。お申出の便につきましては、減便中となっており、その他の便においても運行再開を望む多数のご意見をいただいております。しかしなが
ら、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や
休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困
難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



6/5 瓦町 フラッグの前のイスですが、学生が多人数でいつまでもいます。3密を助長しているのでは？あのイスは必要ですか？あの汚い葉っぱは何ですか？（植物？）
ご意見ありがとうございます。瓦町FLAG前のフェイクグリーン付きベンチは、駅をご利用のお客様が待ち時間等を過ごせるよう換気のできる場所に設置しております。ご指
摘のとおり、十分な間隔をとることなく複数人で利用するお客様がいらっしゃり、ご不安な思いをおかけしました。今後も引き続き十分な換気を行うとともに間隔を空けてご
利用いただけるよう注意書きを貼付して、適切なご利用をお願いしてまいります。

6/5 三条
昨日から仏生山で検査入場した1091編成は、4年に1度の車両更新でしょうか？その際につり革を五角形（他の1080形のように）交換したり、前に出場した1107編成のよう
な行先をLED化（後車内の電気もLEDに）する予定はあるのでしょうか？新しく車両導入の時にもLED化を検討を願います。

ご意見ありがとうございます。1091‐1092号車は6月3日から定期検査で入場いたしました。今回の入場によるつり革やLED等の更新はありません。ご意見は今後の参考と
させていただきます。

6/5 メール
マスクをせず、お喋りしている男性2人、女性2人別々の人ですが、2組とも20代です。マスクを忘れたのなら、黙ってしゃべらずにいるべきですし、2組、2人とも忘れたとは
思えません。指導は無理と思いますが、注意喚起は必要ではないでしょうか?窓を開け、クーラーを付けていただいてとても快適でありがたいですが、今日は驚きました。
よろしくお願いいたします。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。マスク着用は推奨されていますが、公共交通機関をご利用される場合の義務付けはされておりません。今後もご利
用のお客様にはエチケットとして車内放送等で呼びかけてまいります。

6/5 メール 減便いい加減止めてくれ。JRに乗り遅れただろ。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/8 瓦町 岡本駅（上り）のフェンスより木が出ています。虫がいるので切って戴けませんか？
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。直ちに樹木の伐採及び害虫駆除を行いました。お客様に快適にご利用いただける施設を目指し、施設管理に努めてまい
ります。

6/8 瓦町 イルカポイントは何円分買ったら1ポイントになるのですか？
ご意見ありがとうございます。IruCaポイントは、IruCaを使用してお買い物していただいた際にご利用金額100円に対して１ポイントが付与されます。お買い物の際は、IruCa
のご利用をよろしくお願いいたします。

6/8 瓦町
6月8日より一部の定期列車の運行が再開されますが、それに伴いコロナウイルス感染防止特別ダイヤの時間（4月29日からのもの）時刻表を前日（6月7日）に貼りかえる
のでしょうか？（瓦町駅のことでんからのお知らせに貼ってあるあれです。）

ご意見ありがとうございます。2020年6月8日より一部の定期電車の運行を再開いたします。時刻の変更に伴い、ホームページや配布用の時刻表、駅時刻表等を差し換え
いたします。今後もことでんのご利用よろしくお願いいたします。

6/8 メール

当初平成10年(1998)7月半ば頃から平成12年(2000)3月頃まで高松市中心市街地の琴電琴平線があるJR高松駅南に建設地とされていた新高松築港駅―栗林公園駅
間、琴電長尾線新高松築港駅―花園駅間に連続琴電立体交差事業計画が進めてられて行く予定でしたので、今後幻の高架化事業を高松築港駅―片原町駅間に建設
整備計画案を琴電と香川県と高松市との公共交通対策協議会で話し合いをして行きながらお互いにその取り組みを進めて実現を目指して公共交通機関にも役立つよう
な感じになってほしいです。

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。

6/8 メール

工事の連絡をポストに入れてくださり、周知していただきありがとうございます。しかし、やはり、大きい音や声で、寝ついても、何回も夜中に目が覚めます。大きな音がす
るので犬もずっと鳴きます。木曜日の深夜に工事されていたので、寝不足で翌日の仕事に支障がでます。今後また工事されるかどうか知りませんが、平日働いている人
が多いと思いますので、せめて週末に工事するよう配慮していただけると幸いです。朝方まで時間がかかるのでずっと寝れません。数時間ずつ日数かけてするとかないで
すか？工事やめてとは言いませんが、夜中に工事される場所の近くに住んでるものの身になって、配慮お願いします。

このたびは不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。線路の工事につきましては、電車の運行が無い夜間の作業が必要です。ご迷惑をおかけいたし
ますが､作業時間の短縮に努めるとともに、作業方法等に細心の注意を払い施工いたしますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

6/8 メール

まずはお返事頂きありがとうございます。しかし、こちらの要望・質問に対する回答があまり得られていないようです。全体のことでん利用率？が対従来比で60％かもしれ
ませんが、６月からの通勤通学のピーク時間帯の「乗車率」を把握していますか？吊革も持てずぎゅうぎゅう詰め状態を知っていますか？6月8日から一部再開なのは知っ
ていますが、ピークを緩和する対策が遅すぎです、と要望しました。すべて減便解除とならなくとも朝夕のピーク時間帯は本数を増やす、車両を増やすといった対応をもっ
と早くに講じるべき！と誰しもが思ってるはずです。回答お願いします。そもそも減便をすることがなぜ感染拡大防止対策になるのでしょうか、本数が少なくとても不便かつ
乗車率を上げて満員電車になっています。これについての回答もお願いします。ちなみに今後も電車利用率は従来のようには戻らないと思います。学校も職場も自転車
や自家用車を推奨していますので。その上、本数が少なく不便となるとますます客離れは加速すると思います。ではどう対策しますか。利用者に合わせて柔軟に対応して
ください。

減便ダイヤ中に適宜、ラッシュ時間帯におけるご利用状況を調査させていただいており、時差出勤や時差登校によりピークの時間帯が変わりつつある状況を把握してお
り、2020年6月8日から一部の定期電車の運行を再開しました。しかしながら、県内においても全てが平常になっていないことから、利用者の減少が引き続いている状況で
す。ラッシュ時間帯については、弊社の現有する車両を最大限に活用し、運用しており今以上に車両を増やすことはできません。ご理解ください。なお、全便の運行再開を
望む多数のご意見をいただいておりますが、早期の全便の運行再開は困難です。弊社では、減便前の運行に戻せるよう経費の削減等を行っており、1便でも多く減便中
の運行再開を検討していまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/8 メール
今後琴電、香川県、高松市との連続立体交差事業のあり方について、幻の高架化事業計画を現在のことでん高松築港駅―栗林公園駅間のことでん琴平線、ことでん長
尾線の高松築港駅―花園駅間を立体化事業を復活実現にしてほしいのです。

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。

6/8 メール 仏生山駅西口改札を平日以外の時間帯も利用できるようにしていただきたいです。
ご不便をおかけして申し訳ございません。仏生山駅の西口の営業時間は、関係機関と協議し現在の時間とさせていただいており、現在のところ時間の延長は、計画して
おりません。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

6/8 メール
綾川からの上り22:04を再開していただきたいです。6月18日よりイオンモール綾川が21時閉店となります。従業員の帰宅ができなくなるため、1本だけでも再開をお願いし
たいです。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組み、引き続き減便解除について、検討してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/8 メール
ダイヤル増便についてですが、イオンモール綾川が18日から21時閉店になるのに電車の最終が21時と19時ですと従業員が帰れなくなる状況です。22時4分まで最終を伸
ばしていただけると嬉しいです。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組み、引き続き減便解除について、検討してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/8 メール マスクをしていない人が多すぎます。マスク着用を呼びかけてほしいです。
いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。マスク着用は推奨されていますが、公共交通機関をご利用される場合の義務付けはされておりません。今後もご利
用のお客様にはエチケットとして車内放送等で呼びかけてまいります。

6/8 メール イオンモール綾川の従業員です。終電の時間が早すぎて仕事が出来ません。せめて22時台の終電にして頂きたいです。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も他国や他都市で第2波の感染が発生しており、県
内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた
経費の削減等に取り組み、引き続き減便解除について、検討してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/8 メール
潟元駅-瓦町駅間の中学生向けの定期券、および、潟元駅-高松築港駅間の高校生向けの定期券の販売はありますか。あれば期間と価格をご教示願います。またそれ
はすでにスクールイルカを所有していても別途購入・利用は可能でしょうか。※事情によりいずれも学校から区間指定を受けることができない(通学定期にできない)のです
が、それでも購入できるものはありますでしょうか。その他、上記区間を少しでも安く利用できる手段がありましたらご教示下さい。どうぞよろしくお願い致します。

ことでんをご利用ありがとうございます。弊社は、通勤や通学にご利用いただけるIruCa定期乗車券（1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月）を取り扱っています。スクールIruCaとの併用（購
入）も可能です。なお、通学定期乗車券は、自宅の最寄り駅から学校の指定駅までの区間となり、それ以外の区間をご利用される場合は、IruCa定期乗車券に積み増し部
分でご利用いただけます。なお、運賃につきましては、弊社のホームページに運賃を記載しているほか、ご利用方法や日数等の詳細がわかりましたら、詳しくご案内させ
ていただきます。



6/8 メール
先ほどことでん栗林公園駅で6月8日(月)からの琴平線・長尾線・志度線の電車時刻表をもらいましたので、ちゃんと改札口に行って、男性駅員に努めていらっしゃる○○さ
んに「すみません琴平線・長尾線・志度線の時刻表お願いします。」とお申し付けていきましたので、「そちらにあります。取って行って下さい。」と言って下さいましたので、
ちゃんとイルカBOXがあるところの掲示板がしてあったところから、琴平線、長尾線、志度線と書いてあった分の電車時刻表を取っていきました。

いつもことでんをご利用いただきありがとうございます。今後もサービス向上に努めてまいります。

6/9 メール

4月から子供が通学のため長尾線を利用し始めました。コロナ禍の影響でまだ正規の時間で利用してはいないのですが、時刻表で見る限り長尾線(上り)と志度線(下り)の
瓦町駅での接続が同じ会社の路線とは思えない程悪いです。例えば、長尾線(上り)の瓦町発が21時46分、志度線(下り)の出発が同21時46分であり、乗り換えの時間が確
保できていません。この時間になると30分間隔の運行のため、利便性が極端に悪化します。この接続の悪さはどんな意図があるのでしょうか?例えば、志度線の出発を5
分遅らせるなど出来ないのでしょうか?切に改善を希望します。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の時間帯において、長尾線から志度線への乗継が出来ない設定となっており、ご不便をおかけしています。ご意見を参
考に次回ダイヤ改正時に改善を図ってまいります。

6/9 メール
世の中は新型コロナ感染リスク対策で密を避ける事に心がけていますが、なぜ貴社は減便をしてまで密状態にするのですか?とりわけ梅雨に入った今は何時も以上に混
みあいます。また、雨の降っている時は窓も開けられないでしょう。換気面でも問題があります。減便理由が理解できません。減便理由をお聞かせください。よろしくお願い
いたします。

お申し出の通り、ご利用のお客様は「新しい生活様式」にあわせた取り組みをなされており、減便を解除したいと考えています。しかしながら、減便前に比べ、平日や休日
ともに利用減が続いている状況です。その結果、ご利用状況にあわせ2020年6月8日に一部の定期電車の運行を再開しました。今後も弊社では経費の削減に取り組み、1
便でも多くの運転再開を目指していますが、新型コロナウイルスの終息が分からない中、早期の運転再開は困難です。なお、電車内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。「密閉」に関しましては、雨の場合は、お客様が濡れないことを優先し、窓を閉めて運行しています
が、イベントなどで使用する旧型車両を除く全ての車両に、自動換気システムが導入されております。また、弊社の運行は駅間が短く、電車が到着するごとにドアの開閉
があり、空気の循環は出来いるものと考えます。今後も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。

6/9 メール
6月○日志度駅の駅員さんの言い分は100%正しい。けれど言いかた。乗る気が失せる言いかたは、どうかと思う。コロナで客が減ったりして大変だとは思うけれど、別にも
うことでんに乗らなくてもいいやと思うような言いかたしなくてもいいと思う。正直駅に着くまでは乗る気満々だったのに、乗らずに買い物して家に帰ったよ。悪いのは自分
だと分かってるけど、何も刺々しく言わなくても、こっちもいい大人なんだから普通に言ってくれれば良かったのに。

ご不快な思いをおかけしまして申し訳ございません。当該駅係員には、お客様の立場に立った言葉づかいで思いやりのある接客をするよう厳しく注意指導致しました。今
後もサービス向上に取り組んでまいりますので、ぜひ、ことでんをご利用いただきますようよろしくお願いいたします。

6/9 瓦町 電車を10分に1回にしてください。 ご意見ありがとうございます。電車の運行間隔は、お客様のご利用状況を勘案し設定しております。ご意見は今後の参考とさせていただきます。

6/9 瓦町 なぜ本数を減らすのでしょうか。次の電車が人がたまります。

2020年4月29日から新型コロナウイルスの感染拡大の防止対策として減便ダイヤでの運行を開始しました。緊急事態宣言が解除されましたが、香川県においては感染予
防対策期として新しい生活様式が求められており、県内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いて
いる状況です。新しい生活様式によるお客様のご利用方法等が変わりつつあり、運行の再開についてはご利用状況を踏まえ、検討してまいります。ご理解賜りますようお
願い申し上げます。

6/9 瓦町

いつも通勤で志度線を利用しています。コロナ対策で人の利用が減り、減便にされているのは分かりますが、自粛要請も解除され、学生や会社員が電車を利用しはじめ
た今、未だ減便のままというのは如何なものでしょうか。コロナが出る前より明らかに朝の通勤時間帯の混雑はひどくなっており、すし詰め状態で非常に不快です。利用者
の比較的少ない志度線ですらひどく混んでいるので他の線はもっと酷い状態だろうと察します。減便にしている上に、車両を2両にするのをやめてください。更に混んでい
ます。数字ではなく、もっと実際の利用者の声を聞いて下さい。

志度線は、ご利用の多い時間帯に3両の車両を運用しており、適宜、乗車調査を実施しておりますが、乗車率は52.0～90.5％となっています。他の線に比べ乗車率は低
く、減便前と比べてもお客様のご利用が減少している状況です。今後もお客様のご利用状況を踏まえ、適切な運行の再開や車両運用を検討してまいります。

6/10 メール
6月1日から自粛期間も解除され学生や会社員も通常通り通学、通勤しているにも関わらず、未だに通勤時間や帰宅時間の減便があるのはおかしい。しかも車両も2両編
成で完全に3密状態。コロナを理由にケチってると言われてもおかしくないですよ。みんなコロナ感染防止に努めているのに、少ない便、少ない車両で大勢を載せるのは非
常識。

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
ラッシュ時間帯の便は、弊社が保有する車両を運用しており、今以上に車両を増やすことが出来ません。ご理解ください。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただい
ておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、県内においても全てが平常になっていないことから、弊社においても減便前に
比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた経費の削減等に取り組んでいますが、このような状況では、早期の全便の運
行再開は困難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/10 メール
コロナによる電車の便はいつ、もとの便数に戻るのでしょうか?ここ最近学校や仕事が再開し始め、電車内もどんどん三密になって来ていると思います。その中で便数が少
ないとそれだけ密になる便が各々多くなると思うんです。次の事が本命なのですが、私の母は足に障害があり座れる場所の確保が難しい状況なので出来るだけ早くもと
の便数に戻して欲しいそうです。せめて通勤通学時間の便数をもとに戻してくださいませんでしょうか?

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、県内においても全てが平常に
なっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた経費の削減等に取り組んで
いますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密と呼んでお
り、この3つの密が重なるとクラスター発生のリスクが高まりますが、車内の消毒や換気を実施しており、ラッシュ時間帯における電車利用で多数の密集を除けば、会話や
発声する密接のリスクを減らす行動（新しい生活様式の実践）について、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

6/10 メール
6月9日のKSBテレビのニュースを見ました。6月1日に県立高校も通学が始まり、また6月8日から通常に戻るのかと思っていたら、最終電車が1時間伸びただけで、特に通
勤時間帯の電車は3密状態(1番、問題だと思います)になっています。また私自身のことですが、5日にはお客様の都合で仕事が遅くなり、志度線の最終電車に乗れませ
んでした。早く通常運転に戻してください。JRを参考に改善してください。お願いいたします。

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、県内においても全てが平常に
なっていないことから、弊社においても減便前に比べ、平日や休日ともに利用減が続いている状況です。弊社では、全便の運行再開に向けた経費の削減等に取り組んで
いますが、このような状況では、早期の全便の運行再開は困難です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/10 メール コロナ対策の減便について。一宮止まりになってますが意味があるのでしょうか?一宮以降の走行がコロナ感染リスクが増えるのですか。ご意見をお願いします。

新型コロナウイルスの影響により、2020年4月29日から減便（運行区間の短縮を含む）ダイヤで運行しておりましたが、2020年6月8日から一部の定期電車の運行を再開し
ております。当初は、感染拡大の防止対策として減便を実施しましたが、終息が分からない中、ご利用が減少しており、経費の削減に取り組んでいますが、全ての便を戻
すことが出来ていない状況です。今後「新しい生活様式」にあわせた運行時刻の設定が必要と考えており、区間を戻す時期等については、ご利用状況を踏まえ検討してま
いります。

6/10 メール
時刻表を分かりやすいようにしてくださいね。どの時間が琴平までとか滝宮、一宮止まりが今の時刻表で、わからないです。あの時刻表で分かりますか。ご意見をお願いし
ます。

2020年4月29日から特別ダイヤで運行しています。時刻表につきましては、当該駅発の時刻表と到着時間がわかるよう全体の時刻表を掲出させていただいております。ご
不明な点などございましたら、係員にお問い合わせください。そのた、弊社のホームページや駅では時刻表を配布させていただいておりますので、併せてご利用ください。

6/10 メール

6月9日の各局のテレビ局のニュースで、放送していましたが、6月1日の県立高校の通学が始まったのに4月29日以降のコロナ時間帯が続いていました。政府が報道して
いる「3密」状態がずーっと続いています。6月1日以降濃厚になっています。ことでんさんはわかっていますか?6月8日以降にはもっともっと緩和されると思っていましたが、
最終電車が1時間遅くなっただけで、通勤時間帯の本数は変わっていません。経営等は狂いかもわかりませんが、お客様の立場にたって、早く早く通常の時刻に戻してく
ださい。会社でもお客様の都合で勤務時間が延びても最終電車に乗れなかった人も実際にいます。JRさんの減便状況等をなぜ参考にされなかったのでしょうか?もっと利
用者のことを考えて早く基に戻してください。お願いします。

緊急事態宣言は解除されましたが、香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められており、変わりつつある状況と思われます。弊社では、随時、乗
車調査を実施しており、100%の乗車密度を超える便については、運行を再開するとともに車両運用により密の緩和に取り組んでおります。今後もご利用状況を踏まえ、こ
の新しい生活様式にあわせたダイヤを設定してまいります。なお、「換気の悪い密閉空間」「多人数の密集場所」「間近での会話・発声する密接場面」を3密と呼んでおり、
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。

6/10 メール

4月から子供が通学のため長尾線を利用し始めました。コロナ禍の影響でまだ正規の時間で利用してはいないのですが、時刻表で見る限り長尾線(上り)と志度線(下り)の
瓦町駅での接続が同じ会社の路線とは思えない程悪いです。例えば、長尾線(上り)の瓦町発が21時46分、志度線(下り)の出発が同21時46分であり、乗り換えの時間が確
保できていません。この時間になると30分間隔の運行のため、利便性が極端に悪化します。この接続の悪さはどんな意図があるのでしょうか。例えば志度線の出発を5分
遅らせるなど出来ないのでしょうか?切に改善を希望します。

ご不便をおかけして申し訳ございません。お申出の時間帯において、長尾線から志度線への乗継が出来ない設定となっており、ご不便をおかけしています。ご意見を参
考に次回ダイヤ改正時に改善を図ってまいります。

6/10 メール

ニュースを見ました。平常ダイヤにはいつ戻りますか?生活スタイルが変化したから御社も変化したままで良いというお考えでしょうか?○○さんの「願ってます」と発言して
いましたが、飲食業界の方に対しての回答としては的外れな印象を受けました。願う前に利用者、沿線の方が何を求めているか考えてください。考えいるのは御社の採算
だけの印象です。公共交通機関でありながら利用者や沿線の方のことは考えていないということでしょうか?日常を取り戻すのは御社が先ではないでしょうか?宜しくお願い
します。

緊急事態宣言は解除されましたが、香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められており、変わりつつある状況と思われます。弊社では、随時、乗
車調査を実施しており、100%の乗車密度を超える便については、間引きした運行を再開するとともに車両運用により密の緩和に取り組んでいます。今後もご利用状況を踏
まえ、この新しい生活様式にあわせたダイヤを設定してまいります。

6/10 メール 最終電車の時間をどうにかして欲しい。仕事が終わってからすぐに急いで走ってもギリギリです。コロナも分かりますが、利用者のことももう少し考えてほしいものです。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、
香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められており、変わりつつある状況と思われます。今後もご利用状況を踏まえ、この新しい生活様式にあわ
せたダイヤを設定してまいります。



6/10 瓦町 電車の中で寝る人が多いです。いびきがうるさいです。
ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、お客様のモラルや善意に委ねるところが大きく、直接注意を促すことは、控えさせていただい
ております。迷惑行為等を発見した場合には、速やかにお近くの係員までお知らせください。

6/10 潟元 コロナも落ちついたので、ダイヤ元にもどすべき、もどせないのであれば運賃を下げてほしい。
2020年6月10日現在も首都圏や他都市で新規の感染者が発生している状況です。香川県においても感染予防対策期として新しい生活様式が求められています。弊社で
は、適宜、乗車調査を実施しており、乗車密度は52.0～90.5％程度となっています。今後もご利用状況を調査しながら、新しい生活様式にあわせたダイヤの設定を検討し
てまいります。

6/10 メール
志度線に乗ったところ、混み合っている車内でぺちゃくちゃ話をする乗客がいました。窓は少し開けてあったものの換気が十分とは思えません。また、エアコンもあまり効い
ておらず蒸し蒸ししていると感じました。密を避けるのが難しいとは思いますが、乗客に不要な会話は控えるようアナウンスする、窓を大きく開ける、せめてエアコンで換気
するなど対策できないのでしょうか。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。現在、新しい生活様式が求められており、電車内における間近での会話や発声などリスクを減らすためにも車内放送等
で呼びかけてまいります。お客様のご協力をお願い申し上げます。なお、雨天時以外は終日、各車両の窓を開けて換気を行っているほか、駅間が短いためドアの開閉に
より車内の換気は行えているものと思われます。また、窓を開けてのエアコンを使用するため、車内が暑く感じられる場合がございますが、ご理解いただきますようお願い
いたします。

6/10 メール

「長尾線利用」コロナの影響で減便。すると朝の通勤時間の電車は満員。便数が一部再開となり、さすがに元に戻るかと思いきや戻らず強いて言うなら一部再開前より一
段と満員電車状態。密集しすぎ。密接しすぎ。土日は特に【2214】【2014】が運休の為【2016】に人が集まる。ことでん職員が2人乗車しているのは何故。状況確認の為なの
か。分からないがそれならば満員ということがわかるので改善した方がいいと思うのが普通ではないのだろうか。夜の便を増やす前に通勤時間の便を増やす方が先では
無いのか。非常に困る。長尾線の【2216】再開求む。

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
6月8日改正後の長尾線のピークの時間帯を調査したところ、49.3～95.6％の乗車率でございました。なお、現在も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、香川県
においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められており、変わりつつある状況と思われます。今後もご利用状況を踏まえ、この新しい生活様式にあわせたダ
イヤを設定してまいります。

6/10 メール

夜間の通常運行再開の声が多く聞かれますが再開には反対します。昨日6月9日には県飲食業生活衛生同業組合など3組合が、通常運行の再開を求める要望書を提出
したようですが、深夜帯の人の動きを増やすということは、それだけ感染リスクも高くなります。深夜帯の運行を再開するということは、コロナの感染拡大に「ことでん」が加
担することにもなります。コロナと供に生きていかなくてはならなくなった今日、公共交通機関としての感染拡大防止の観点も十分にふまえて慎重に検討すべきと思いま
す。

現在、弊社では、減便ダイヤで運行中ですが、通勤通学、通院や塾、お買い物等にご利用されている便について優先的に運行を再開したいと考えています。新しい生活
様式でも適切な感染防止策が講じられることやイベント参加者の夜の街への外出等の感染リスクのある行動の回避等の適切な行動管理が前提となっています。終息に
向けた取り組みに寄与するためにも最終電車の繰り下げは、慎重に検討してまいります。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

6/10 メール 減便とはどういう事ですか。公共交通機関が減便はありえないです。分散できなくて、終電が密になってますし。単に売上が少なくなるからですか?

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
適宜、ラッシュ時間帯の乗車状況を調査した結果、乗車密度は52.0～90.5％程度となっています。なお、ラッシュ時間帯は弊社が保有する車両を運用し「密」の緩和に努
めています。また、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、県内においても新しい生活様式の実践が求められています。今後もご利用
状況を調査しながら、新しい生活様式にあわせたダイヤの設定を検討してまいります。

6/11 メール
そろそろダイヤを元に戻してください。既に緊急事態宣言も解除されています。いつも通勤で利用していますが大変不便です。仕事柄テレワークや時差出勤ができない人
の存在をないがしろにしないで下さい。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、
新しい生活様式の実践が求められています。このような状況の中、弊社では乗車調査を実施し、そのご利用状況を踏まえ運行の再開や車両運用を行っています。何卒ご
理解賜りますようお願い申し上げます。

6/11 メール
傘をもっている乗客のマナーが最悪です。傘を腕に引っかけてぶらぶらささたまま、スマホを眺めている。傘の先が座っている人や、隣の人に当たり、不衛生かつ不愉快
です。傘を両足を揃えた横に立てて立っている、あるいは座っている乗客も、濡れた傘が隣の人に当たり、やはり不衛生かつ非常な不愉快です。このご時世、不用意に忠
告して逆ギレされるリスクが怖いので、傘のマナーアップの周知を是非ともお願いしたい。

ご不快な思いをお掛けし申し訳ございません。乗車マナーにつきましては、ポスターの掲示や車内放送等で乗車マナー向上のお願いに取り組んでおります。なお、乗車マ
ナーは、お客様のモラルや善意に委ねるところが大きく、お客様に直接注意を促すことは、控えさせていただいておりますが、迷惑行為等を感じた場合や発見された場合
には、速やかにお近くの乗務員までお申し付け下さい。

6/11 高松築港

私は仏生山駅から高松築港駅（琴平線）を利用している香川町在住のサラリーマンです。コロナ感染症に係る貴社の対応について、次のとおり要望いたします。
1)列車内が混雑し3密の状態になるため、通勤時間帯（7～8時台）の電車の減便は直ちに止めていただきたい。
2)私は香川町シャトルバス（池西支所7時24分発→仏生山駅7時56分着）を利用し、仏生山駅8時2分発の電車を利用していましたが、感染症のため当該電車は減便となっ
ています。次発の8時11分発では、勤務先の始業時間である8時30分に間に合わないため、7時5分発のバスに乗る必要があります。仕事で疲労している身体で、15分の
早起きは大変厳しいものがあります。減便するのであれば、貴社が委託して運行している香川町シャトルバスとの乗り継ぎや企業の始業時刻を勘案し、8時2分発の電車
を運行し、8時11分の電車を減便してください。

通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の繰り下げを実施いたしました。
全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、緊急事態宣言の解除後も首都圏や他都市で第2波の感染が発生しており、香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められており、変わりつつある状況と思われます。今後もご利用状況を踏まえ、この新しい生活様式にあわせたダイヤを設定してまいりま
す。なお、現在、香川町シャトルバスは、マルイ観光バス株式会社様が運行されています。

6/11 メール

平成22年(2010)3月頃に当時香川県知事さんが連続琴電立体交差事業計画を中止が決定されていて10年が経過して、今後高松市中心市街地にもことでん高架化事業
がある建設計画を現在のことでん高松築港駅を移転されていた時にサンポート高松に新しい連続琴電立体交差事業計画を進めて行きながら会合を開かれていて、公共
交通機関がある充実とした街づくりの活性化に取り組んでほしいです。香川県内では、交通事故とかが多発化されて、道路事情があっていて、交通渋滞が多くていて、警
戒が広がり続いていますので、緩和にも繋げて行ってほしいです。

ご意見ありがとうございます。度重なるお申出につきましては、今後、回答を差し控えさせていただく場合がございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/12 メール

ことでん志度線のダイヤのうち、上りの瓦町着が7時35分の便と、下りの瓦町発が17時45分の便について、2両→3両編成にしてほしいです。どちらも乗車人数が非常に多
く、ほぼ満員の状況です。7時35分着の便については、下りの前便の乗車人数が少ないことから2両になっているのかもしれませんが、この時間帯の上りで2両編成はやめ
てほしいなと思うのが正直なところです。車両の維持費等の観点から調整しているのだと思われますが、満員電車は感染予防上不安になるので、考慮していただけると
嬉しいです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。現在、減便ダイヤで運行しており、随時、乗車調査を実施しております。お申出のありました17時45分発の便につきましては、
2020年6月15日から3両での運用に変更いたします。なお、7時35分着の便は、現在、志度線の3両は定期検査を実施しており、3編成となっており車両が無いことから、ご
不便をおかけしますが、引き続き2両での運用となります。ご理解ください。

6/12 メール
返信ありがとうございます。御社の考え方は、理解できることもありますが、公共交通機関としてのあり方を考えると、お客である我々の通勤時間帯の電車は3密状態(1
番、問題だと思います)になっていることに対する回答になっていないと思います。JRの運行等を参考に今一度再考願います。

度重なるご意見をいただきありがとうございます。弊社では、随時、乗車調査を実施しており、ラッシュ時間帯における志度線の乗車率は、52.0～90.5％でございます。ラッ
シュ時間帯においては、現有する車両を運用し車内の換気等に取り組んでいます。新しい生活様式が求められており、運行の再開につきましては、お客様のご利用状況
を踏まえ、検討してまいります。

6/12 メール

ご返信、有難うございます。経費削減ですか・・・。御社の経営方針には非常に残念です。経営方針については（○○さん時代に比べ）「地域密着型」に大きく変わり、ダイ
ヤ（増便）もさることながら「利用者」から「利用客」。そして「利用客」 から「お客様」に変わっている事を感じ取ることが出来ました。この変化は 車内放送一つを取っても感
じ取ることが出来ました。近年では金曜日の「0時便」。 0時便には「夜の飲食」には関係なく随分と助かりました。しかしながらコロナにより経営方針は「地域密着」から「経
費削減」への転換。残念です。公共機関の琴電を利用するのが社会的責務とも思っていましたが、今の定期券を最後にマイカー通勤に切り替えます。長い間有難うござい
ました。

ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。減便することが弊社の経費削減になるという意味ではなく、それ以外のことで経費削減できることを考えていき、1便でも
多く運転再開を目指したいということをお伝えしたものでございました。現在、全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、第2波の感染が発生し、新し
い生活様式が求められております。この新しい生活様式にあわせたお客様のご利用状況を踏まえ、ダイヤの設定してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。

6/12 メール そろそろ、減便ダイヤをやめて、通常ダイヤに戻してほしい。土日も車掌さんが「中程までお進みください」などと放送している。40分に1本は少なすぎる。
ご意見ありがとうございます。通勤や通学のラッシュ時間帯については、平常どおりに戻りつつあることから、2020年6月8日に平日の夕方のラッシュ時間帯と最終電車の
繰り下げを実施いたしました。全便の運行再開を望む多数のご意見をいただいておりますが、第2波の感染が発生し、新しい生活様式が求められております。この新しい
生活様式にあわせたお客様のご利用状況を踏まえ、ダイヤの設定してまいります。

6/12 瓦町
本数をもうちょっと増やして下さい。もし3時26分が無いとしたら46分の電車に人がたまって、コロナにかかりますよ。あと、塾の予定を書いていたんですけど、電車がない
ので、この電車にのるのを止めました。さようなら

平日の志度線 瓦町15：26発は運行しております。6/12に乗車調査を行ったところ、乗車人数は約30名（乗車率10％）でした。車内は混雑している状態ではありませんが、
ご利用状況を踏まえながら、今後のダイヤを検討してまいります。

6/12 メール
長年、毎朝、琴平線上りを太田駅から利用しています。4月29日以降、太田駅8時6分発が休止となり、6月8日にも復活しませんでした。仕方なく、太田駅7時59分発に乗っ
ていますが、大変な混みようです。特に雨天の日は混雑に拍車をかけています。(混雑状況は車掌さんに確認ください)今の状況は、コロナ感染拡大防止に完全に逆行し
ていますので、ぜひとも、8時3分仏生山発の上り便を復活してください。これから、雨天の日が多くなると思います。できるだけ早めの実施を切にお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。琴平線については、お申出の時刻の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部
の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随
時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/13 メール

「マスク着用は推奨されていますが、公共交通機関をご利用される場合の義務付けはされておりません。」とのご回答ですが、「義務付けされているからマスク着用等
を・・・」とお願いしているわけではありません。文章にも書いてますが、「琴電独自のコロナ対策として・・・」ということをお願いしているわけです。率先してコロナ対策をする
ことに何か問題がありますか？それとも、琴電は儲けにならないことはやらない公共交通機関だということでしょうか？また、「今後もご利用のお客様にはエチケットとして
車内放送等で呼びかけてまいります。」とのことですが、マスク着用等のコロナ対策関係の車内放送や校内放送をまったく聞いたことがありません。平日は毎日のように、
琴電に往復で40分間乗車しますが、一度も聞いたことがありません。だから、お願いしているわけです。「今後も・・・」ではなく、今後は頻繁に呼びかけてください。

度重なるご意見を頂きありがとうございます。咳エチケットに関しては、車内放送により呼びかけを実施しておりましたが、マスク着用に関するお願いを追加いたしました。
引き続き車内の消毒や換気を行うとともに放送頻度を上げて感染症の防止に取り組んでまいります。今後もことでんのご利用よろしくお願い致します。



6/13 メール

ことでんを通勤に使っています。新型コロナウィルスの影響でことでんが利用できなかった期間についての定期券の払い戻しについて不満があり、メールさせていただきま
した。JR香西→高松 高松築港→瓦町 の通勤定期を2019/12/12～2020/611 で購入していました。職場は瓦町で終業時間はたいてい21:30くらいになるため、コロナウィ
ルスの影響でことでんが減便になり、帰りが終電に間に合わなくなったため、車で通勤するようになりました。5月は全くことでんを使っていません。定期券が切れたので更
新するつもりで定期券購入窓口で上記を説明しまいたが、未経過分のものに関しては日割り計算で返金は応じるが、むなく利用できなかったにしろ、もう過ぎてしまったも
のには返金に応じない。とのことでした。減便の期間についてはまだ未定とのことでこれから先いつになったら利用できるかわからないので、定期券の更新はせず、解約
ということで、500円のカード保証料のみ返金してもらって帰ってきましたが、納得できません。それなら、減便が開始になったときに、利用しないお客さんに、前もって乗ら
ないことを申告しなければ払い戻しできないとの告知を徹底する とか、定期券の延長をするとか、対応していただきたいです。

通勤定期をご購入いただきありがとうございます。弊社では2020年4月17日より、駅施設やホームページにて新型コロナウイルス感染拡大の防止対策として、4月29日より
定期列車の減便を実施することを事前に告知させていただいておりました。定期券をお買い求めいただいたお客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、払戻しにつ
いて、弊社では旅客営業規則の定めによるお取り扱いとさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

6/15 メール
いつになったら全便もとに戻るのでしょうか?減便によって、出勤退勤時間に込み合います。減便するなら、車両を倍に増やすとか対策してほしいです。冷房も効いてない
し、窓も開いてない。コロナに合わせて節約してるんですか?コロナ第2波を防ぐためにも密をできるだけ避けたいんです。

ご利用ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望が多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開いたします。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予
防対策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行
時刻を設定してまいります。引き続き、車内の換気や消毒を徹底するほか、きめ細やかな温度管理を行い快適な車内空間を提供できるよう努めてまいります。なお、暑い
時や寒い時はお気軽に乗務員までお申し出ください。

6/15 メール 通勤時間帯の電車の減便は、乗客が多く、密集、密接となります。改善(通常運行)をお願いします。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/15 メール
早く電車を通常ダイヤに戻してください。コロナウイルス感染拡大防止のための減便とありますが、朝の7～8時代の便は、密集・過密・密着の3密になっています。毎朝、あ
の満員電車に乗ることに危険を感じ、憂鬱でなりません。世間は日常生活に戻っています。切にお願いいたします。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/15 三条
電車のドアのステッカー（docomo)の「ｄ払い」のシールは6月11日（車両検査した）から、順次貼り付けるのでしょうか？昨日は貼り付けてなかったので（仏生山に入庫した
車両が夕方に無し）いつ頃までの予定でしょうか？（全車両に）ことでんと「ｄ払い」が共同でのキャンペーンやイベントがあったらいいですね。（ｄ払い自分あるので）

ご意見ありがとうございます。電車ドアステッカー広告（ｄ払い）は順次、掲出しておりますが掲載期間は未定です。また、NTTドコモ様とのキャンペーン等につきましても今
後の参考とさせていただきます。

6/15 瓦町
ことでん高田駅の男子トイレも洋式トイレにして女子トイレと同じく統一してください。お願いします。それと観光名所があったり、有名な駅のトイレも男女ともムラがなく洋式
トイレにしてください。お願いします。ちなみに私は和式トイレが難しいですので・・・・

ご不便をおかけして申し訳ございません。駅トイレの改修には多額の費用が必要となるため、早期の改修は困難です。ご意見につきましては、大規模な改修時に検討して
まいります。ご理解下さい。

6/15 瓦町

1日も早く元のダイヤに戻してください。ことでんだけは全然コロナ対策を取っていません。窓を開けて換気をしていることはわかりますが、本数が減っているために1本当
たりの乗客数が増え、ソーシャルディスタンスが極端に短くなっています。本来であれば、本数を増やすか、1本当たりの車両数を増やしてソーシャルディスタンスを取るべ
きじゃないですか？ニューヨークでクラスターになったのは、地下鉄であったし、100年前のスペイン風邪のときの感染の大きな原因の1つは電車であったと言われている
のですよ。どんな業種ででもソーシャルディスタンスを取るために必死でやっているのにことでんは逆です。非常に残念です。早く元に戻してください。ことでんの上層部の
考え方を直してください。

ご意見ありがとうございます。通勤や通学については、お客様からのご要望も多く、ご利用が減便前の平常通りとなってきていることから、2020年7月1日より通勤・通学の
時間帯の運行を再開します。また、通院や学習塾などの日常生活に必要な昼間や夜間の時間帯についても一部の運行を再開いたします。香川県においては感染予防対
策期として新しい生活様式が求められておる状況であり、お客様のご利用状況も変わりつつあります。今後も随時、乗車調査を行い、新しい生活様式にあった運行時刻を
設定してまいります。皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

6/15 瓦町 1070形が走る日は何月何日の何時何分瓦町発ですか（琴平）方面
ご問い合わせありがとうございます。車両の検査等により、車両運用が固定化できていないため、事前のお知らせはいたしかねます。ご利用日の前日又は当日に運転営
業所087-831-6008までお問い合わせいただければ、ご案内させていただきます。


