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第１章 総則 

（名称） 

第１条 この規則が対象とする組織は、「JPBV（THE JAPANESE PRACTITONERS FOR       

BANKING ON VALUES）日本語名「価値を大切にする金融実践者の会」とする 

 

（趣旨及び目的） 

第２条 JPBV は、日本での「価値を大切にする金融」を再定義するムーブメントを引き起こすことを活動目

標とする。 

（事業内容） 

第３条 JPBV は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

1． 「価値を大切にする金融」の日本での実践者のネットワークの形成 

2． GABV加盟金融機関などのグローバルな取り組みで先行する価値を大切にする金融機関事

例の調査と学習 

3． 地域課題解決と価値創出を持続的に推進するモデル「かせぐまちづくり」のメソトロジーの実践

適用の機会創出 

4． コンダクターシップに重きをおく、日本のバンカーのリーダーシップスタイルの再定義 

5． ティール組織・ホラクラシー経営などに代表される自立・自律的現場起点での組織構造変革

の金融機関での実践 

 

第２章 会員 

（会員資格） 

第４条 JPBV の会員は第２条にさだめる趣旨及び目的に賛同して入会した、活動実態の在る個人、

法人、その他団体とする。また、個人、法人、その他団体当該の反社会的組織に関わっていな

い、公序良俗に反しないこととする。 

1. JPBV の会員として有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできな

い。 

2. JPBV の会員は、法人会員及び個人会員から構成される。 

（１） 法人会員 

JPBV の趣旨に賛同し活動を通じて学びや機会を得ようと考えている法人。JPBV の

事業であるイベントやコミュニティへの参加ができる。法人名を JPBV の Web ページ等



に掲載することができる。JPBV には任意の担当者を置いて参加することができ、代理

人による出席も可とする。 

（２） 個人会員 

JPBV の趣旨に賛同し活動を通じて学びや機会を得ようと考えている個人。会員個

人のみが JPBV の事業であるイベントやコミュニティへの参加ができる。個人名を JPBV

の Web ページ等に掲載することができる。 

（入会） 

第５条 JPBV の会員として入会しようとする者は、法人会員・個人会員とも以下に応じて以下の手続き

を行う。 

１． 任意の既存会員 1 名による推薦・紹介 

２． 代表会員承認 

３． 入会申込書を事務局に提出 

４． 別途定める会費を納入 

2． 代表会員は既存会員により、既存会員の中から投票により選出されるものとする 

3． 入会日は代表会員にて承認を得た日とする。 

4． 以下の条件に該当する場合、代表会員にて入会を拒否することが出来る。 

１． 反社会的組織との関わっている、または関りが疑われる場合 

２． 公序良俗に反する事業を行っている、または行おうとしている場合  

３． 虚偽の申請等不正行為を行った場合 

４． 過去に除名処分を受けている場合 

５． その他 JPBV および参加者の活動に対する阻害・迷惑行為等が強く懸念される場

合 

（会費） 

第６条 JPBV 会員の年会費は以下の通り定める。なお、入会金の定めは設けない。 

法人会員： 年会費 10 万円 

ただし、法人会員のうち特定非営利活動法人 CeFIL が運営する DBIC デジタルビジネス・イ

ノベーションセンター（DBIC）の会員に関しては、同団体での活動成果を本会に共有すること

の貢献を加味して会費を無料とする。 

 個人会員：  年会費 3 万円 

ただし、大学院生、大学生以下の学生に関しては 年会費を 5000 円とする。  

２．JPBV 会員は、毎年 1 月 31 日までに年会費を納めなければならない。途中入会者は 1

円単位の端数を切り捨てし、月割計算をするものとする。  

２．会費の使途は本会の事業を行うためのものとする。 

 

（変更届） 

第７条  JPBV 会員は登録内容に変更があった場合は速やかに事務局に連絡する。 



（会員の権利義務） 

第８条 JPBV 会員は第 3 条にさだめる事業に参加・利用する権利を有し、代表会員を選出する投票

権を有する。ただし代表会員選出の投票権は会員種別を問わず各会員につき 1 票とする。 

２．会員は、次の各号の義務を負う。 

（１）JPBV の目的を達成するため、第 3 条でさだめる事業への協力 

（２）JPBV を通じて得た機密情報の管理、漏洩防止、および使用にあたっての関係者承諾

の取得 

（３）本規則その他 JPBV 運営に係る諸規定、ルール等の遵守 

（退会） 

第９条 JPBV を退会しようとする会員は、退会の旨を事務局に申し出て、代表会員の承認を得る。承

認を得た当月末をもって退会とする。なお、すでに納入済みの会費の変換は発生しないものとす

る。 

２．退会にあたっては事務局に対して退会の意思をメールなどの文書で提出することとする。 

（除名） 

第１０条 JPBV 会員は、以下の各号の一に該当する行為を成したときには、代表会員の承認により、除

名される。 

（１）第 8 条第 2 項の遵守義務に違反したとき 

（２）JPBV の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為を成したとき 

（３）その他、除名に値する正当な理由があるとき 

（資格喪失） 

第１１条 JPBV 会員は、第 9 並びに第 10 条の場合のほか、会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は

法人においては解散したときは、会員の資格を喪失する。 

 

第３章 体制 

（代表会員） 

第１２条 JPBV は、既存会員による投票により代表会員を選出する。 

２．代表会員は 3 名または 5 名にて構成をする。 

３．代表会員はファシリテーション能力および経営実務経験を有することを必須とする。 

４．代表会員は第２条に定める趣旨及び目的と、第 3 条に定める事業内容の推進に主体的かつ

責任をもって関わる。 

５．代表会員の権利は全員が同等とし、代表会員同士の合意形成により JPBV を運営する。 

６．代表会員の任期は 1 年とする、ただし再任は妨げない。 

７．任期途中で交代する場合は前任者の任期を引き継ぐものとする。 

８．代表会員が増員された場合も、他の代表会員の残任期間と同期間とする。 

（代表会員の選出） 

第１３条 代表会員の選出は毎年 1 回、会計年度終了後 3 か月以内に事務局主導にて実施する。 



２．すべての会員は代表会員候補となることができる。  

３．代表会員への投票は Web にて実施する。 

４．投票後、上位を代表会員予定者とし、当該予定者の承認をもって代表会員とする。 

５．代表会員予定者が就任を拒否する場合、下位の予定者に権利が移行する。 

（代表会員の報酬） 

第１４条 代表会員に対しての報酬は、会員の合意により決定する。 

２．報酬の決定内容は全会員に公開されるものとする。 

（代表会員の報酬） 

第１５条 代表会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員による信任投票により、これを解任する

ことができる。 

（１）本規則に違反又は目的に反する行為をしたと認められるとき 

（２）病気療養等の理由で長期に JPBV の役員としての責務が果たせないと認められるとき 

（３）その他 JPBV の役員としてふさわしくない正当な理由がある場合 

（運営事務局） 

第１６条 代表会員を支援するため、運営事務局を置く。 

２．運営事務局はおかげさまお互いさま合同会社にて担う。 

３．事務局は以下の住所に置く。 

  〒113-0034 

東京都文京区湯島 2-28-18 AD ホームズ 2F 

（プロジェクト・チーム） 

第１７条 JPBV 会員は任意のプロジェクト・チームを形成して活動することが出来る。 

２．プロジェクト・チームは参加会員の主体性と責任の下に運営し、JPBV に対する報告や成果分配

の義務は負わず、また JPBV としても管理責任を負わない。 

３．プロジェクト・チームによる成果や財産権等の管理は、プロジェクト・チーム参加者間により決定する。 

３．プロジェクト・チームはその推進のために JPBV のサービスを利用することが出来る。 

（費用負担） 

第１８条 JPBV の活動に関わる費用は、第 2 条の趣旨及び目的並びに第 3 条の事業内容に則した活

動に対し、代表会員の承認をもって拠出することが出来る。 

２．事務局運営に関わる費用は、JPBV にて負担する。 

３．プロジェクト・チームに関する支援は JPBV では負担せず、参加会員による負担とする。 

（情報管理） 

第１９条 JPBV 会員の機密情報は各会員にて管理し、会員は JPBV への報告・開示義務を負わない。 

２．JPBV の活動上、情報開示を求めることがある。この場合は別途機密保持契約を関係者にて締

結する。また情報開示を拒否する権利を会員は有する。 

３．ただし、行政指導等により情報開示が必要な場合は速やかに協力する。 

（計画・報告） 

第２０条 JPBV は代表会員および事務局の取りまとめのもと、年次計画と活動報告を行う。 



（総会・決議） 

第２１条 JPBV 会員による総会は、代表会員の招集により開催することが出来る。 

２．定期総会を毎年1 回、会計年度終了後3か月以内に開催し、以下の決議を行うことが出来る。 

 （１）代表会員の選定・解任 

 （２）会則・活動計画の見直し 

 （３）JPBV の解散 

 （４）その他 JPBV の活動に関わる重大な決議事項 

３．既存会員 5 名以上の連名による発議、および代表会員が必要と判断した場合に臨時総会を行

ない、決議を行うことが出来る。 

４．議決権は会員種別によらず 1 会員につき 1 票とし、決議は会員の 2/3 の賛成をもって可決とす

る。 

５．議決権の委任の意思表示がない限り、総会・決議に参加しなかった場合は参加者による決議に

従う。 

６．電子的な決議が行える場合、総会決議を代替できるものとする。 

 

第４章 附則 

（会計年度） 

第２２条 会計年度は毎年 1 月 1 日より翌 12 月 31 日とする。 

 

 

以 上 

 


