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第37代
町田市議会議長熊沢あやり

熊沢あやり PROFILE

昭和 46年  町田市本町田に生まれる
昭和 53年  玉川学園幼稚部 卒業   
昭和 59年  玉川学園小学部 卒業
昭和 62年  玉川学園中等部 卒業
平成 2 年  玉川学園高等部 卒業
平成 7 年  玉川大学文学部英米文学科
　　　　　 （国際経営専攻卒業）
平成 9 年  帝京大学大学院法律学研究科修了

 （元一橋大学長 川井健教授の下で『家族法』を研究）

平成 11年  桜美林大学大学院国際学研究科修了
 （木下裕一教授の下で『国際会計』を研究）

平成 11年  熊澤裕人税理士事務所 勤務
平成 13年  熊澤礼里税理士事務所 開業
平成 14年  町田市議会初当選

（2,962 票／ 36議席中 31番）

平成 15年  災害対策委員会副委員長
平成 16年  議会運営委員会副委員長
平成 18年  町田市議会 都市環境常任委員会委員長
平成 24年  町田市交通安全推進協議会会長
平成 23年  長男出産
平成 25年  長女出産
令和 2 年  町田市議会議長
【現在の主な役職】
《市議会》健康福祉常任委員／災害対策委員／
　防災会議委員／多摩地域都市モノレール等建設
　促進協議会構成員
《その他》自民党都連青年局会計監査

皆様の市政へのご意見・ご要望をお聞かせください

自民党町田総支部長
前東京都議会議員

よしわら修

都議会で培った経験を活か
し、熊沢あやり議員と一緒
に町田の街づくりに全力で
取り組みます！

東京都議会議員

星だいすけ

都政と市政の連携を一層進
め、熊沢あやり議員と共に
新しい町田の街づくりを推
進します！

私たちも一緒に頑張ります

市民と進める！
新しい町田。

都政の力を町田
の街づくりに！
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◆これからお母さんになる人、子どもとお母さんのための医療を充実◆
出産や小児医療の不安を解消するため、周産期医療体制、小児医療体制を充実します／インフルエンザ予防接種
を補助します　※周産期＝出産前後の母子ともに特に注意が必要な時期のことです

◆子どもが健やかに成長でき、安心して子育てができる環境へ◆
待機児童を解消します／休日保育、ベビーシッター活用補助を実現します／事業所内保育の充実を進めます

◆まちだの新たな学校づくりを進めます◆
子どもも大人も自然と触れ合いながら様々な体験ができる環境づくり／学校跡地を地域コミュニティ施設・防災
拠点へ／学童保育クラブへの給食提供／中学校給食センターを食の拠点基地へ／高度成長期に多くの小中学校が
建設され、一つの町内会で7つの学区がある等の現状を改善します。子ども達によりよい環境をどうつくってい
くのか、町田市全体を一度フラットにして、新しい学区、新しい学校をつくります

◆子ども達がのびのび安全に学び遊べるまちにします◆
子ども達の登下校、放課後子ども達の安全を確保します／子ども自身が自らの身を守るため、危機管理能力養成
を教育の中に求めます／災害時等子どもたちが安心して安全に帰宅できるよう取り組みます

◆市役所への民間活力を多彩に導入します◆
市業務の民間委託だけに捉われず、民間人登用や民間手法の導入を促進します／高齢者・障
がい者を守るために成年後見制度をもっと知ってもらい、充実してまいります／「成年後見
制度」を市民に知ってもらう機会を充実し、認知症などのお年寄りを悪徳商法から守ります

◆ムリ、ムダ、ムラのない行政運営をします◆
得られる成果に見合った、適正な税金の投入を監視し、ただします／税理士の知識・経験をフルに発揮して、市
の支出を徹底的に監視します／ムリな事業、ムダな支出、ムラのある計画を指摘し削減します

◆障がい者がもっと外出しやすいまちにします◆
障がいのある皆さんが、もっと安心して外に出られるよう、市に環境整備を求めます／まず、公的な施設から、
施設内音声案内システムを設置させます／まちのバリアフリー化を推進します／現在地や施設の位置など、今ど
こにいて、どこに向かっているのかの情報が得られるシステムの積極推進を提案します

◆生涯現役でいられるまちだをつくります◆
団塊世代が定年退職し、地域に戻ってきてくれてます。この方達はまだお年寄りと呼ばれる人達ではなく、これ
まで、社会で凄い力を発揮してきた人達です。市にこの方たちの活躍の場をどしどし提案していきます／地域に
戻ってきてくれる力も経験もある人達が、地域や社会に貢献できる環境を積極的に創っていきます／お互いの顔
が見え、お互いに助け合う、本当の地域社会づくりを推進します

◆地域の力で、災害に強い町田にします◆
自主防災能力を高める取り組み、子ども達の災害時対応能力向上など、地域の力を高める取り組み
を市に強く求めます／市が備蓄している防災備品、非常食料だけでなく、自主防災組織自らが備蓄している用品
も一元管理し、非常時に即応できる体制を整えます／子ども達は、キャンプやバーベキュー、飯盒炊さんは大好
きです。子ども達の災害時対応能力を楽しく高めることができる防災訓練を、市に強く求めていきます

◆道路の安全を確保します◆
見過ごしがちな細かな道路や水路の安全。引き続き、皆さんの声を聞いて、自分の目で視て、道路の安全を確保
します／ちょっとしたことから、事故は起きるものです。地域の隅々まで視て、問題を早期に解決
します／いつも歩いている道。皆さんの声をいただいて、改善の取り組みをすぐに実行します

◆交通渋滞を解消します◆
東京都、町田市に、渋滞交差点改良を引き続き求めていきます。 　　★特に第1踏切周辺の渋滞解消を目指して！
道路拡幅には長い期間と多くのコストがかかり、交通渋滞を解消するまでに長い時間がかかってしまいます。それ
より、渋滞交差点の改良が急務です。引き続き渋滞交差点の改良を東京都、町田市に求めていきます

熊沢あやりは、令和４年も皆様の声を町田のまちづくりに反映してまいります。
大好きなまちだから、ずっと暮らしたいまちにするために、町田市議5期20年
の経験を活かし、税理士の視点から市政改革を全力で推進してまいります。
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　小児準夜間救急
  医療センター開設
 を実現。（子どもと
　家族の安心の
　　ために）

　バリアフリー化
  実現。（JR町田駅
 前デッキ上屋根、
  エレベーターエ
   スカレーター
        設置）

　交通空白地区
  （本町田他）、
 新規 バス実証
 実験を提案・
    実施。

　町田市でも
  ピンクリボン運動

 が定着。

　若年層の検診を
  実現。（子宮がん
 検診の対象年令を
　20歳に引き下
　　げ）

　高齢者・視覚障
  がい者のために
 バスの行き先音声 案内を実施。

町田市議会議員町田市議会議員

5期20年の実績5期20年の実績
　年間 3,000万円

  の削減を実現。

（ほとんど利用され

ていない市営駐車

　　場を閉鎖）

　固定資産税納付
  書を全ての共有
者に送付。（自分の  持ち分の税額を
　わかりやすく）

　 「わくわくワク
  チン」アプリを
    提案・実施。
（アプリでワクチ

     ン管理）

　市民病院に周産
  期医療センターを
 開設。（安心して子
　どもを産める
　　ように）

　市内の交通渋滞
  解消、行政のスリ
 ム化、市民のため
  の行政サービス
     を実現。

　市役所・市民ホ

  ール入口に、視覚

 障がい者用ベルを

  設置。

　バリアフリー化
  実現。 　（西友前エレ ベーター設置、
  町田駅バス停上
     屋根設置）

　成年後見制度の
  利用しやすさを
  充実。
   （福祉サポート
      町田）

【その他の主な実現項目】全ての子どもが平等に医療が受けられます！医療費補助の所得制限を撤廃（令和元年9月議会）／小学校高学年
児童の学童保育実施／玉川学園なかよし公園冒険遊び場開設 ( 令和元年12月議会 )／市有未利用地の有効活用／本町田・金井地区に子
どもクラブ計画（令和元年12月議会）／図書館に英語多読コーナー設置えいごのまちだ／英語多読ノート・読書手帳／市内交通事業者
へコロナ禍補助／病児・病後児保育の充実／薬師中・金井中、学校給食開始／消防団員への健康診断実施／子育て相談を子どもセンター
で実施／町田駅バス停上屋根設置／都市計画税の軽減／土砂災害警戒区域の固定資産税軽減／鶴川第二小学校給食室改築補助金の復活
／資源化施設補助金の要望・実現／待機児童の解消～ 0・1・2 歳児保育の充実、3・4・5 歳児の幼稚園での預かり保育の充実／ライフ
スタイルに合わせた～保育ステーション充実／子ども達の声を標準服（制服）に反映

　防災メール、

  子育てメール配
信

 　　　　 を充実
。

　市税・保育料等、 コンビニでの納付を可能に。

　公会計制度、
　包括外部監査
　制度を導入。

　市役所に民間
  活力を導入。
（民間企業経験者
　採用を実現）

　町田市でも
  地方税の電子申告

  が可能に。

　妊婦健診補助、
  乳幼児医療
費助成制度
  を拡大。

　市内の小中学生
  に防犯ブザーを
  配布。

　中学校標準服
  （制服）価格の見  直しを提案。

　小・中学校校舎
  の耐震補強・防音
 工事を実現。

　町田地区に
  コミュニティ施設
  整備を計画。

　ごみ収集アプリ

  を提案・実施。

（平成30年度開始）

　観光コンベン
  ション協会設立。

　町田地区に
  “子どもセンター
　まあち” を
   平成 28年に
　　開館。

WEBSITE

 実験を提案・
    実施。

／小学校高学年
金井地区に子

／図書館に英語多読コーナー設置えいごのまちだ／英語多読ノート・読書手帳／市内交通事業者
へコロナ禍補助／病児・病後児保育の充実／薬師中・金井中、学校給食開始／消防団員への健康診断実施／子育て相談を子どもセンター
で実施／町田駅バス停上屋根設置／都市計画税の軽減／土砂災害警戒区域の固定資産税軽減／鶴川第二小学校給食室改築補助金の復活

5歳児の幼稚園での預かり保育の充実／ライフ


