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私募債の取扱実績

278件／218億円
77社会貢献
私募債（寄付型） 15件／8億円

77地元プロスポーツ
応援私募債（寄付型） 33件／32億円77ESG私募債

累計実績（～2020/9月末）

SDGsへの取組み

七十七グループのＳＤＧｓ宣言　～もっと、ずっと、地域と共に。～
　七十七グループは、創業より受け継がれる「地域の繁栄を願い、地域社会に奉仕する」という行是の理念に
則り、グループ全体でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向け取り組むことで、地域の未来を創造し、持続
可能な社会の実現を目指してまいります。

３．一人ひとりの活躍支援
役職員一人ひとりが多様な活躍ができる組織づくりに取り組みます

２．地球温暖化・気候変動への対応
気候変動への対応などにより地球を破壊から守り、自然と調和した
街づくりに貢献していきます

４．ガバナンスの高度化
ステークホルダーと適切に協働し、コーポレートガバナンスの強化
と充実に取り組みます

１．地域経済の活性化
地方公共団体や法人・個人のお客さま等へのコンサルティングや、
パートナーシップの推進により、持続可能な社会の実現を目指します

SDGｓとは…

「私たちが目指す2030年の世界のあるべき姿」です。

【民間事業者】普及啓発機能

人材育成機能

交 流 機 能

実行支援機能

情報発信機能

官民対話機能

サポートメンバー

日本政策投資銀行
東北支店 地域企画部

東北大学、宮城大学 等

NPO法人
とうほくPPP・PFI協会

シンクタンク

連携協定締結金融機関
および大学等

七十七銀行
事務局：地域開発部

地方公共団体

七十七リサーチ＆
コンサルティング等

コアメンバー
案
件
毎
に
民
間
事
業
者
と
対
話

　当行は、1878年の創業より受け継がれる「地域の繁栄を願い、地域社会に奉仕する」という行是の理念の
もと、地域と共に歩みを進めてまいりました。
　今般、人口減少や環境問題などの社会課題の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
地域経済への影響が懸念されているなか、持続可能な社会を実現するため、行是の理念と軌を一にする「ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）」の趣旨に賛同し、「七十七グループのＳＤＧｓ宣言」を公表しました。
　七十七グループはこれからも、地域と共に歩み、地域と共に成長し、地域と共に未来を創造してまいります。

七十七グループのSDGｓ宣言により地域と共に目標達成へ

　当行では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みの一環として、再生可能エネルギー関連への融資やＥＳＧ債への投資
などを積極的に推進しております。

SDGｓへの取組事例

　地方公共団体と締結している「地方創生に向けた包括連携に関する協定」等に基づく取組みの一環として、民間資金や民間ノウハウの活用
に向け官民の情報共有ならびに対話促進を継続的に展開する場として、「みやぎ広域ＰＰＰプラットフォーム（通称：ＭＡＰＰ）」を形成しています。
コアメンバーである地方公共団体、サポートメンバーであるシンクタンク等や民間事業者が一体となり、官民連携（ＰＰＰ）にかかる課題の
共有、ノウハウの習得および案件形成能力の向上を図りながら、具体的な案件形成を目指す座組みとなっております。
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「地方創生に向けた
包括連携協定」等締結先

（2020年10月31日現在）

37先

•「〈アフターコロナ〉官民連携オンライン
説明会～業務効率化編～」の開催

•オンラインを活用した「食材王国みやぎ
ビジネス商談会」の開催

MAPPの主な取組み

ESG投融資実績

累計実績（2018/4月～2020/9月末）

15件／209億円グリーンボンド

5件／    23億円サステナビリティボンド

9件／    74億円ソーシャルボンド

1件／    11億円※サステナビリティ・リンク・ローン

30件／317億円

　SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。2015年9月の国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている国際目標で、2030年までに
世界がどうあるべきか定義されています。SDGsは17のゴールと169のターゲットから構成され、「誰一人取り
残さない（No one will be left behind）」ことを誓っています。SDGsは政府や企業を含むあらゆるステーク
ホルダーがその目標達成に向け、主体的に貢献することが期待されています。

2020年7月に
SDGs宣言を
公表したシカ

※米ドル建となります。円換算は2020年9月末当行仲値(1USD=105.80円)による。

「みやぎ広域PPPプラットフォーム（通称：MAPP）」を通じた官民連携事業の促進
マ ッ プ

メディア 等

ITサービス

リ ー ス

建 設
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