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さんさん
田島けんじ　プロフィール
●昭和29年6月21日、目黒区自由が丘1丁目に生まれる
●目黒区立緑ヶ丘小学校・目黒区立第11中学校卒業
●明治大学付属中野高校卒業・獨協大学中退・YMCA国際ホテル学校卒業
●東京観光航空入社（世界53か国86都市訪問）
●自由が丘にて家業三笠屋商店代表取締役就任
●平成19年 目黒区議会議員選挙　1166票で36位当選
●平成23年 目黒区議会議員選挙　1616票で26位当選 
●平成27年 目黒区議会議員選挙　1793票で21位当選
 第67代目黒区議会議長就任 
〈目黒区議会 3期12年 常任委員会・特別委員会正副委員長歴任後第67代議長〉

3期12年、第67代目黒区議会議長
の経験でより住みよい街目黒へ
自由が丘の商店街にて家業の酒屋の息子として生
まれ、緑ヶ丘小学校、目黒第11中学に通って以来
60余年。私は、時代と共に変わりゆく目黒区で皆
様と共に生活してまいりました。目黒区で生まれ育
て頂いたことは私にとって誇りであり、とてもとても
幸せなことと感じております。｠人口減少、少子高齢
化の影響は目黒区においては高齢者対応施設の
不足、待機児童の問題等まだまだ解決すべき課題
は山積しています。平成19年の初当選から12年の
議員活動で平成27年から29年までは目黒区議会
第67代区議会議長として２年間の重責を務めさ
せて頂きました。この得難い経験を通じて、田島け
んじは、大きく成長させて頂きました。更に区民の
皆様に安心して、楽しく、健康的な生活を送って頂
くために今の自分に何ができるか？これから何を
すべきか？ 絶えず自問自答している毎日でござい
ます。決して初心を忘れることなく、汗をかき、現場
に足を運び、おひとりおひとりの声に耳を傾けてい
く所存でございます。明日の目黒区をより住みよい
街へ皆様と共に築いて参ります。

田島けんじ事務所
〒152-0032
東京都目黒区平町2丁目16-4-101
TEL&FAX  03-3723-2829
E-mail:tajimaken2@gmail.com

検　索田島けんじ

現 在 自由民主党東京都目黒区総支部
自民党目黒区議団
議会運営委員会

政調会長
監　事
委員長

●防犯・防災対応を強化して
　安心して暮らせる

★目黒の活力ー 2
●不安のない老後、
　高齢者にやさしく

●親子に寄り添う
　子育て・教育

★目黒の活力ー 4
●経営的視点で行財政運営

そして未来へ

保健医療に
関わる
施策実績

ICT（情報通信技術）で区民サービス向上
老朽化した区有施設の再生
経営感覚で財政運営を安定化

★目黒の活力ー１
　

★目黒の活力ー 3

平成28年より「目黒区議会議会中継」を開始、今まで録画
でしか見られなかった目黒区議会をインターネットによる
ライブ中継を開始。又、議会改革としてペーパーレス化に
向けたタブレット導入を推進。

2 区議会ライブ中継

都市環境委員として地域
の環境整備。自由が丘公
園（28年施工）・緑が丘児
童公園（30年着工）

平成28年より地域の防災リー
ダー育成のため、3年間で200名
が防災士取得。
※区内在住の職員、地域の代表・区
議会議員有志（田島議員）も取得。

4 防災士取得3 公園整備

～健康マラソン大会～

目黒区自由が丘の商店街と台東区浅草の商店街がコラボ
することで、広域商店街活性化の助成金を東京都より取
得。平成29年は両地区の盆踊り、平成30年は商学連携を
図り、東京藝大の「街なかの彫刻」と「クリスマスイルミ
ネーション」を両地区にて活性化。

1 広域商店街活性化

5

平成27年、北京市東城区訪問に際し、日中友好議員連盟会
長として開催を提案、三か国三都市（東京目黒区・北京東城
区・ソウル中浪区）にて中学生友好交流スポーツ大会実施。

日・中・韓中学生
友好スポーツ大会の開催

TAJIKEN’S 
LIFE WORK田島　んじが取り組む「目黒の活力」

田島　んじの第67代議長としての実績

6 目黒シティラン
11月、目黒シティラン～健康マラソン大会～開催。(この大会
は目黒区で初の公道を走るマラソン大会で、今回が第3回。)
10㎞コースでは約3,000人のランナーが区役所前をスタート。
第1回には名誉区民の王貞治氏もスターターとして参加。
（写真右は王貞治氏、左は田島議員）

平成31年（2019年）0月00日（？曜日） 号外＜1＞
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平成30年度
●ムンプス（おたふくかぜ）

予防接種の一部補助
●妊産婦歯科検診

無料受診券化

平成29年度
●高齢者インフルエンザ
予防接種７０歳以上無料化
●胃がん検診

内視鏡検査導入
●歯科在宅治療用
ポータブルユニット導入

平成28年度
●高齢者インフルエンザ
予防接種７５歳以上無料化
●成人歯科健診３５歳

追加実施
●歯科８０２０表彰事業

への補助金交付

平成27年度
●八雲休日診療所再開

（11月～2月）
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