
料金改定のお知らせ料金改定のお知らせ
雲南市・飯南町事務組合

　10月からの法定税率の引き上げにより手数料・使用料等が変わります。
　雲南市・飯南町事務組合では、令和元年10月１日から次の手数料・使用料および利
用料等を改定しますのでご理解いただきますようお願いします。

【有線テレビジョン放送施設使用料等】� （税込）

サービス内容 使用料（月額）
改定前 改定後

有線テレビジョン放送施設使用料（基本契約） 1,130円 1,150円
大東町域内ＩＰ電話（１回線） 920円 940円
簡易セットトップボックス（ＳＴＢ）１台 300円 310円
標準セットトップボックス（ＳＴＢ）１台 610円 620円
ハードディスク付セットトップボックス（ＳＴＢ）１台 1,540円 1,570円
ブルーレイ付セットトップボックス（ＳＴＢ）１台 2,570円 2,610円
ＣＳ多チャンネル（ＳＴＢ１台あたり） 1,020円 1,040円
グリーンチャンネル（ＳＴＢ１台あたり） 1,296円 1,320円
スターチャンネル（ＳＴＢ１台あたり） 2,484円 2,530円
衛星劇場（ＳＴＢ１台あたり） 1,944円 1,980円
ＷＯＷＯＷ（ＳＴＢ１台あたり） 個人契約 個人契約

【インターネット接続サービス】� （税込）

サービス内容 使用料（月額）
改定前 改定後

ライト（3Mbps）プラン 3,080円 3,140円
ベーシック（10Mbps）プラン 3,600円 3,660円
ベスト（30Mbps）プラン 5,140円 5,230円
プライベート IPアドレス追加 510円 520円
グローバル IPアドレス追加 510円 520円
追加メールアドレス 200円 200円
一時中断中の利用料 1,020円 1,040円

【加入負担金】� （税込）
区　　分 改定前 改定後
加入負担金 20,500円 20,900円

雲南夢ネット　料金改定のお知らせ



【お問い合わせ先】
　雲南市・飯南町事務組合
　　木次放送センター　　☎ 0854-42-5800
　　大東局窓口　　　　　☎ 0854-43-8013
　　掛合事務所　　　　　☎ 0854-62-9550
　　（業務時間：月～金　８：30～17：15）

【文字放送料・ＣＭ放送料・番組放送料・放送画面制作料】� （税込）

区　　分 対　象 放送範囲
料　　金

改定前 改定後

文字放送
放送料

業務区域内者
雲南市全域 5,140円 5,230円

飯南町全域 2,050円 2,090円

業務区域外者
雲南市全域 17,400円 17,800円

飯南町全域 17,400円 17,800円

放送画面制作料 3,080円 3,140円

ＣＭ放送

15秒ＣＭ
区域指定なし 雲南市・飯南町全域 54,000円 55,000円

放送画面制作料（静止画） 54,000円 55,000円

30秒ＣＭ
区域指定なし 雲南市・飯南町全域 108,000円 110,000円

放送画面制作料（静止画） 86,400円 88,000円

番組放送
30分以内 区域指定なし 雲南市・飯南町全域 10,800円 11,000円

60分以内 区域指定なし 雲南市・飯南町全域 21,600円 22,000円

【音声告知放送料】� （税込）

区　　分 放送範囲
料　　金

改定前 改定後

音声告知放送
（商業放送） 放送料 雲南市大東町、加茂町およ

び木次町のうち 1 町 1,020円 1,040円

　詳しくは、雲南市・飯南町事務組合のホームページをご覧
いただくか、各施設窓口へお問い合わせください。

雲南市・飯南町事務組合（雲南夢ネット）



【事務組合が収集するごみ】� （税込）

区　　域 種　　別 区　　分 改定前 改定後

雲　南　市 可燃ごみ指定袋
大（40ℓ）10 袋 450円 460円

小（20ℓ）10 袋 300円 310円

飯　南　町 可燃ごみ指定袋
大（45ℓ）10 袋 640円 660円

小（30ℓ）10 袋 430円 440円

全　　　域
資源ごみ指定袋
不燃ごみ指定袋

大（45ℓ）10 袋 430円 440円

小（20ℓ）10 袋 320円 330円

【施設へ持ち込みするごみ】� （税込）

区　　域 種　　別 区　　分 改定前 改定後

全　　　域
一般家庭のごみ 10kg あたり 43円 44円

事業所のごみ 10kg あたり 86円 88円

全　　　域 特定家庭用機器 1 台あたり 2,160円 2,200円

　詳細については、下記へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　雲南市・飯南町事務組合
　　総　務　課　　　　　　　　☎ 0854-62-9550
　　雲南エネルギーセンター　　☎ 0854-49-6332
　　リサイクルプラザ　　　　　☎ 0854-42-3391
　　いいしクリーンセンター　　☎ 0854-72-9217

ごみ処理手数料　改定のお知らせ



詳しくは、雲南夢ネットサポートセンターまで
0120-956-941（月～土の 9:00～21:00）

雲南市・飯南町事務組合（雲南夢ネット）

雲南夢ネット　インターネット接続サービス
サービス内容変更のお知らせ

　８月よりインターネット接続サービスの付属サービス内容が、次のとおり変更となり
ました。

ポイント２　　メールボックス容量が増量（１ＧＢ）

ポイント１　　ウイルス対策ソフト５台まで登録無料
※別途インストールが必要となります。

ポイント３　　受信メールがスマホで確認できます
※別途設定が必要となります。

付属サービスの変更内容
サービスの内容 旧 新 備　考

ウイルス対策サービス × ○ ☆「カスペルスキーソフト」
　５台分無料提供

メールサービス

容 　 　 量 50MB 1GB ☆容量が20倍に増量します※１

転 送 サ ー ビ ス ○ ○ 詳細転送設定ができるようになり
ます

迷惑メール対策 ○ ○ 機能が増強されます

Ｉ Ｍ Ａ Ｐ 対 応 × ○ 複数端末で同じメールを共有でき
ます※２

ＷＥＢメール対応 × ○ ☆スマホからのアクセスが可能と
なります

アカウント変更 × ○ ご自身でアドレスを変更できるよ
うになります

ホームページ
サービス

標 準 容 量 50MB 100MB 容量を増量します※３

アカウント変更 × ○ ご自身でＦＴＰアカウントが自由
に変更できます

ユーザーツール
（個人専用設定管理画面） × ○ ＷＥＢ上で設定状況が確認できる

ようになります
※１　メールサーバ保存期間は１年間となります。
※２　従来「POP」のみの設定が「IMAP」でも対応できます。（別途設定が必要）
※３　従来の10MB単位の追加オプションサービスは廃止となり最大100MBの容量となります。
注）容量変更以外の各サービスをご利用になる場合は、ご自身で設定する必要がございます。


