
ファボタウン

FAVTOWN
とは？

“和歌山市を離れてがんばるみなさまを応援したい ”、“ 離れた場所

でもふるさとの和歌山市を感じてほしい ” という想いから、対象者

全員に無料でお届けします。「ふるさと便」には、和歌山市を感じる特

産品や、新生活で役立つ日用品をいれる予定です。この機会にぜひ

FAVTOWNに会員登録して、「ふるさと便」をお受け取りください！

FAVTOWN（ファボタウン）とは、住民や出身者・行政・地元企業や学校・団体などが、
「地元が好き」という共通項でつながるコミュニケーションサービスです。
�会員登録すると無料で「ふるさと便」がもらえたり、はたちのつどいや同窓会に関するご案内、
和歌山市の情報やお店のクーポンなどが届きます。和歌山市にいま住んでいる、卒業で地元を離れる、
以前住んでいたことがある。いま住んでいるひとも、かつて住んでいたひとも、
いつでも和歌山市とつながれる FAVTOWN�。和歌山市民のあなたも参加してみませんか？

「ふるさと便」が無料でもらえる

和歌山市の特産品や日用品を詰め合わせた新生活応援ギフト「ふるさと便」

対象者は
全員もらえる！

あなたの兄弟や
姉妹も対象かも？

保護者の方でも
お申込可能です！

「ふるさと便の対象者」
下記の条件１、２を共に満たす方が対象です。

和歌山市内の小学校、中学校、高校、専門学校、大学
（大学院、短期大学含む）のいずれかを卒業し、�
2023 年４月時点で和歌山市外にお住まいの方

下記ア）イ）ウ）のいずれかに該当する方
ア）2022 年度に高校卒業を迎える方�
イ）�2022 年度に二十歳を迎えた方�
（2002 年４月２日から 2003 年４月１日までに生まれた方）

ウ）2023 年４月に新社会人になる方

条件１

条件２

もっと和歌山市を好きになる“おトク”がもりだくさん

なぜ和歌山市は FAVTOWN�wakayamaをはじめたの？

はたちのつどいや
同窓会の案内が届く！
はたちのつどいや同窓会の情報が届きます。
FAVTOWNを通じて同窓会開催の呼びかけ
も可能です。

会員限定クーポンがもらえる！
和歌山市内のお店で使えるクーポンがもらえ
ます。お店からの FAVTOWN会員限定メッ
セージで、和歌山市を身近に。

和歌山市のいま・
あのひとのいまが、わかる！
和歌山市のおすすめスポットや飲食店などの
“場所 ”、あの先生やあの同級生などの “ひと ”
に関する最新情報が届きます。

和歌山市のいろんなイベントや
企画に参加できる！
FAVTOWNに登録すると、和歌山市のいろんなイ
ベントや企画に参加できます。デジタル会員証が
もらえるので、参加するのもとってもカンタンに！

和歌山市を出る若者が多い 大切なのは、和歌山市から離れても
「つながり続ける」こと

和歌山市を離れるひとからもふるさとと
「つながり続けたい」という声が

いますぐ会員登録！

和歌山市は、若年層の市外への流出抑制や、まちなかのにぎわい

を創り保つため、専門性の高い分野の大学の誘致に取り組み、高

校生・大学生の県外進学率の低下など、一定の成果をえることが

できました。しかし、県外進学率は依然高い傾向にあり、生産年

齢人口の低下につながっています。

和歌山市にはない新しい学びを得るために、和歌山市を離れて挑

戦することはとても素晴らしいことです。和歌山市を離れること

自体が問題なのではなく、せっかく和歌山市に深く関わってきた

方々と和歌山市のつながりが、転出をきっかけに途切れてしまっ

ていたことに問題があると考えました。

生まれ育った場所や思い出深い土地は、唯一無二のふるさとです。

好きだった場所やひとを思い出し、それを友だちと話したり、

愛着をもって使い続ける地元の名産品があったり、長期休みに地

元・実家に帰ったり、関わりかたはさまざま。

そんなふるさと和歌山市ともっと積極的につながりを強めること

ができれば、和歌山市を思い出し、将来Uターン移住やふるさ

と納税などで和歌山市を一緒に支えてくれるひとりになってくれ

るはず。だからこそ、いままで以上に和歌山市を離れてがんばる

みなさんを応援したい、そしてもっとつながりたい。そんな想い

で、和歌山市は FAVTOWNを開始しました。

和歌山市から離れて暮らしていても、つながり続けたい。

そんな和歌山市で育った高校生・大学生の声もこんなに！

つながりたい和歌山市と、つながり続けたい転出者をつなげる。

それが FAVTOWNです。

育った環境でもあるし、
戻って就職するかわからないが
できるだけ和歌山市で就職したい。

（高校生）

戻りたくなったら戻れるという
距離感、力をいれずに
�戻って来られたらいい

（高校生）

地元との関わりがあると、
ひとりじゃない、

と温かさを感じる機会がある。
大学では感じられない温かさ。

（大学生）

地元との関わりを
強くもっていたい。

����������������（大学生）

LINEを利用しない方は、FAVTOWN�wakayama
の公式サイトから会員登録が可能です。
https://favtown.jp/wakayama/

和歌山市を離れて暮らすあのひとにも、ぜひご紹介ください。

LINE でFAVTOWNを紹介する
※画像はイメージです

和
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和歌山市を離れるみなさまを応援する

会員登録受付中!
LINEでFAVTOWNを紹介する

LINEを利用しない方はFAVTOWN�wakayama の公式サイトから会員登録が可能です。�https://favtown.jp/wakayama/

順位 都道府県名 県内 県外 合計 県外進学率

１位 奈良県 1,129 6,748 7,877 85.7%
２位 鳥取県 331 1,846 2,177 84.8%
３位 佐賀県 573 2,882 3,455 83.4%
４位 香川県 832 4,008 4,840 82.8%
５位 島根県 479 2,269 2,748 82.6%
６位 和歌山県 777 3,589 4,366 82.2%
７位 長野県 1,887 7,382 9,269 79.6%

出身高校の所在地県別県外進学率（2020 年（R2年）度卒業） FAVTOWN事務局（和歌山市移住定住戦略課・シナジーマーケティング株式会社）�☎ 435-1013�✉ favtown-support@synergy101.jp問合先

無料

プレゼ
ント

ふるさと
便

以外にも

なぜ？

無料

和歌山市を離れて暮らす
あのひとにも、ぜひご紹介ください。
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FAVTOWN�wakayamaの未来は？

和歌山市を離れてもコミュニケーションサービス FAVTOWNでつながりつづけ、

市外での学びや仕事を経験し、成長し、将来、ふるさと和歌山市に帰ってきてくれる人が少

しでも増えることにつながればと期待しています。Ｊリーグなどのスポーツやエンターテイ

ンメントのファンづくりで培ってきたシナジーマーケティング様のノウハウを、和歌山市の

ファンづくりに生かしていただき、共に FAVTOWNをつくっていきたいと思います。

自然豊かで歴史もあり、人が温かい和歌山市。

きっと離れてみて初めて気づく魅力がたくさんあるだろうな、と和歌山市に来て

感じました。和歌山市の新たな魅力や温かさに気づいてもらう。そして、離れてか

らも一緒になって和歌山市を支えてもらう。私たちは FAVTOWNを通じて、そのよ

うなきっかけを和歌山市のみなさまと一緒につくっていきたいと考えています。

和歌山市移住定住戦略課
堀口�広平

シナジーマーケティング株式会社
ビジネスクリエーション部�部長

平手�和徳�氏

和歌山市とシナジーマーケティング株式会社（所
在地：大阪市北区、代表取締役社長：田代正雄）は、
令和４年 10 月 17 日に「和歌山市関係人口創出
モデル実証事業」に関する連携協定を締結。こ
れに基づき「FAVTOWN」を構築し、�“ 地域を
離れる若者 ” とそのふるさと “ 和歌山市 ” をデ
ジタルの力でつなぐ実証事業を実施しています。

和歌山市と、ここに縁があるひとが、
よりつながり、共によりよい未来をつくっていくために。

和歌山市に縁（ゆかり）があるみなさまと
和歌山市の未来をつなぐ「FAVTOWN」

FAVTOWNとは、和歌山市の住民・出身者・行政・地元企業・
学校・団体などが、「地元が好き」という共通項でつながる
コミュニケーションサービスです。
和歌山市で生まれ育った若者にとって、いつまでも誇りと愛
着あふれる “ 和歌山市 ” でいたい。これからも共に和歌山市
の未来を支えてほしい。そんな和歌山市のよりよい未来は、和
歌山市に縁のある企業、学校、団体のみなさまのご協力があっ
てこそ。ご賛同いただける応援パートナーをお待ちしています。

応援パートナー様のページができ、PR�が可能に
FAVTOWNのWEBサイト内に

応援パートナーの主な特典

認知度およびブランド力の向上、
将来的な就職・Uターンでの再就
職、商品の購入促進、店舗への来
店促進などの効果が期待されます。

右の二次元コードから、詳細のご相談・お問い合わせください。�����������������������������������������������
たくさんのご応募、お待ちしております。
メールでのお問い合わせはこちら�favtown-support@synergy101.jp

応援パートナーに
関するご相談は
こちら

応援パートナー募集中
和歌山市の企業・学校・団体のみなさまへ

※本取組は、和歌山市とシナジーマーケティング株式会社による和歌山市関係人口創出モデル実証事業の一環です。
FAVTOWN事務局（和歌山市移住定住戦略課・シナジーマーケティング株式会社）�☎ 435-1013�✉ favtown-support@synergy101.jp問合先

担当者
が

語る
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