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石井 秀武（いしい ひでたけ）
昭和４１年 ４ 月１５日生まれ Ｂ型 西区学園西町在住
白陵中・高、神戸商科大学卒、サラリーマン生活を経て、
阪神・淡路大震災直後、会社を退社、代議士秘書
平成11年、西区より県議選に出馬するも惜敗
平成15年、二度目の挑戦で県議会初当選
平成19年・23年 再選
〔現在〕兵庫県議会議員（３期目） 会派政務調査会長
議会運営委員会 委員
文教常任委員会 委員
兵庫県薬事審議会 委員
民主党兵庫県総支部連合会 組織委員会委員長
兵庫県宅地建物取引業協会 顧問 兵庫県議会スポーツ
振興議員連盟 副会長 兵庫県自転車競技連盟 顧問 他
〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山挑戦中）他

川敷を走り抜けました。県外

