
 

 

担  当 連絡先 

大統領  長尾伴文（鶏ちゃんで笑え倶楽部代表） 090-8736-7318 

国務長官  都竹淳也（地方公務員（岐阜県商工政策課）） 090-5865-1655 

 

平成２４年７月１３日 

報 道 各 位 

 

鶏ちゃん合衆国大統領 長尾 伴文 

 

鶏ちゃん合衆国建国記念式典及び祝賀会の開催について 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、岐阜県中央部に広がる郷土料理「鶏ちゃん」を普及していくことを目的とする「鶏ち

ゃん合衆国」が、下記のとおり、建国の運びとなりましたのでご案内申し上げます。 

この取り組みは、鶏ちゃんが、地域やお店によって、味が大きく異なるという特徴を持つこ

とに着目し、鶏ちゃんメーカーや飲食店等をアメリカ合衆国の「州」になぞらえて構成員とし、

「州」の連合体である「鶏ちゃん合衆国」を組織して、楽しく、面白おかしく、鶏ちゃん文化

を盛り上げる活動を進めていこうとするものです。 

現在、約５０の鶏ちゃんメーカー、飲食店、小売事業者などが「州」「自治区」として参加

しているほか、鶏ちゃん合衆国の趣旨に賛同し、活動を応援しようという「国民」（サポータ

ー）にも約４０名が登録しています。 

記 

１ 建国記念式典について 

（１）日 時  平成２４年７月２０日（金）１５：００～１７：００ 

（２）場 所  ＪＲ岐阜駅・アクティブＧ ２階 ふれあい広場 

（３）内 容 

  ○あいさつ・建国宣言（大統領） 

○憲法草案発表・採択（国務長官） 

○国旗・国章披露（意匠長官） 

○閣僚名簿発表・任命書授与（大統領・全閣僚） 

○事業計画発表（国務長官） 

  ○名誉大統領（古田肇岐阜県知事）祝辞 

  ○国歌「鶏ちゃんの歌」生演奏（下呂のフォークグループＧｏｏ連帯） 

○鶏ちゃんトーク（大統領、商務長官、食務長官、鶏営監理長官） 

（４）参加予定者 約１００名 



 

２ 建国祝賀会（鶏ちゃんＥＸＰＯ）について 

（１）日 時  平成２４年７月２０日（金）１７：３０～ 

（２）場 所  シティタワー岐阜４３前 ２階デッキ「スクエア４３」ビアガーデン 

（３）内 容  ６社の鶏ちゃん合衆国加盟メーカーの鶏ちゃんを自由に食べ比べながら、鶏

ちゃんを愛する方同士の交流を深めます。（会費制） 

（４）提供される鶏ちゃん 

（下呂市）萩原チキンセンター、村山チキンセンター、イトー食肉センター、 

天狗、杉の子 

   （郡上市）ひるがの高原「牧歌の里」、丸昌醸造場    

（５）参加予定者 約７０名（閣僚・州４０名、国民３０名） 

※既に申し込みは締め切っております。 

 

３ 建国記念協賛イベントについて 

（１）鶏ちゃんコラボラーメンフェア 

（開催期間）平成２４年７月２０日（金）～８月２０日（月） 

（概  要）鶏ちゃん合衆国に参加する県内の有名ラーメン店がコ

ラボし、鶏ちゃんを組み合わせたオリジナルラーメンを提供し

ます。 

（内  容） 

○麻麻（瑞穂市別府１０９３－１ TEL: 058-326-9901） 

鶏ちゃんそば ８５０円（昼、夜ともに１０食限定） 

○鶏そば真屋（大垣市熊野町４－６ TEL: 0584-91-2289） 

 鶏ちゃん辛まぜそば ８００円（昼、夜ともに１０杯限定） 

   ○麺屋白神（関市巾２丁目１４４－６ TEL:0575-25-0656） 

      鶏ちゃん焼きラーメン ８００円（夜のみ売り切れまで） 

   ○ｎａｇｅｙａｒｉ（各務原市那加野畑町２－５３ TEL: 058-389-2339） 

      鶏ちゃんまぜそば ８５０円（夜のみ１５杯限定） 

   ○麺坊ひかり（岐阜市柳津町蓮池５－８リトルタウンヒロセ１Ｆ TEL:058-387-8915） 

      鶏ちゃんサラダまぜそば ８５０円（昼、夜ともに２０杯限定） 

      ※８／１～１５は提供がありません。 

 

（２）新作「徳田ねぎ鶏ちゃん」の発表 

   鶏ちゃん合衆国の建国に合わせ、岐南町で古くから栽培され、

糖度の高さなどでも注目されている「徳田ねぎ」を組み合わせた

鶏ちゃんが新たに開発されました。味付けはピリ辛八丁味噌と、

あっさり白醤油味の２種類です。 

（提供店）手ごね家八兵衛 

（羽島郡岐南町伏屋６－１９２ TEL: 058-259-2526） 

 （価 格）１人前６００円（２人前からご注文できます） 

 （期 間）平成２４年７月２０日（金）～ 



 

（３）ビアガーデン・イン・シティタワー４３岐阜で鶏ちゃんの提供開始 

   ＪＲ岐阜駅前の岐阜シティ・タワー４３で開催されているビアガーデンのアラカルトメ

ニューに鶏ちゃん合衆国加盟州の鶏ちゃんが毎週週替わりで登場します。 

（期 間）平成２４年７月２３日（月）～ビアガーデン終了まで 

（場 所）岐阜シティ・タワー４３前２階デッキ「スクエア４３」 

（価格等）アラカルトメニューで１人前５００円（予定） 

 

４ 鶏ちゃん合衆国について 

（１）趣旨 

手軽でおいしい庶民の食文化である鶏ちゃんの特徴は、地域によって、お店によって、味

や食感がさまざまに異なることです。こうした「多様性」を生かしながら「鶏ちゃん」を広

く普及していきたい。「鶏ちゃん合衆国」は、そんな問題意識から発想しました。 

味に自信と誇りを持つ飲食店や鶏ちゃんメーカーは独立国のようなもの。独立国が集まっ

ていると言えば、合衆国です。実際に、アメリカ合衆国は、独立国家とも言えるような高度

な自治権をもつ「州」の連合体であり、「州」は国家主権を共有しています。  

そこで、私たちは、それぞれの鶏ちゃんを担う主体と「州」になぞらえ、「鶏ちゃん合衆

国」を建国することにしました。「鶏ちゃん合衆国」が目指すのは、鶏ちゃんのおいしさ、

文化を広め、多くの方々に味わっていただくことです。豊かな生活文化に裏打ちされた誇る

べき郷土料理である鶏ちゃん普及のため、様々な活動を行っていきます。 

 

（２）建国に至った経緯 

今年１月に、「鶏ちゃんで笑え倶楽部」代表の長尾伴文（下呂市金山町）、「鶏ちゃん交

流サロン」主宰の酒井稔（岐阜市）、鶏ちゃん愛好家で岐阜県職員の都竹淳也（岐阜市）が

集まり、鶏ちゃん合衆国の構想を進めていくことで一致。２月末にコアメンバーが集まり、

準備を開始しました。メンバーを勧誘すると同時に、４月２５日に県庁で開催した第１回建

国準備委員会、６月１４日に郡上市で開催した第２回委員会などの機会を通じて、事業計画

や進め方について議論を重ね、建国に至ったものです。 

※建国に至る経過は、ホームページもご覧ください。http://keichan-us.com/ 

 

（３）鶏ちゃん合衆国のメンバー 

①州  

鶏ちゃんメーカー、鶏ちゃんを提供する飲食店、鶏ちゃん関連商品などのメーカー、い

ずれも「州」とします。代表の社長さん、店長さんは、「州知事」です。 

「州」は年会費（従業員規模に応じ、５千円～１万円）の納入の義務があります。 

  ②自治区 

   鶏ちゃんの小売りを専門とする事業者を「自治区」とします。年会費が必要です。 

  ③国民 

鶏ちゃんを愛し、鶏ちゃん合衆国の活動に賛同してくださるサポーターの方々は「国民」

として、様々な活動にご参加いただけます。会費は無料です。 

 



 

（４）運営主体 

発起人をはじめとする有志メンバーが「政府」を組織し、イベントの企画や運営、情報

発信などを行います。（別紙参照）なお、鶏ちゃん合衆国の「顧問」として、古田肇岐阜

県知事に「名誉大統領」を委嘱します。  

 

（５）鶏ちゃん合衆国のシンボル等 

  ①国旗「鶏条旗」 

日の丸をイメージし、日本の郷土料理であることを

示しながら、アメリカ合衆国の国章をイメージし、思

わず敬礼したくなるようなうやうやしいニワトリをデ

ザインしました。ちなみに、英語表記は「United States 

of keichan」とし、略称は「USK」とします。 

 

②国歌「鶏ちゃんの歌」 

下呂市において鶏ちゃん文化普及に取り組んでこら

れた皆さんと、アマチュアフォークグループ＜Goo 連

帯＞によってつくられた「ケイちゃんの歌」が、「鶏

ちゃん合衆国」の国歌になりました。作詞は長尾伴文

大統領です。「けいちゃんちゃんちゃん、また食って

ちゃんちゃん・・」と一度聞くと耳について離れず、

思わず口ずさんてしまう歌詞とメロディーです。ＣＤ

として１枚５００円で販売します。 

 

③国章 

国章として、ニワトリをイメージしたかわいら

しいアイコンを準備しました。メンバー（州、自

治区）は、商品やステッカー等に自由に使ってい

ただけます。 

 

④鶏ちゃん合衆国憲法 

鶏ちゃん合衆国の理念と活動の考え方、組織などを、格調高くまとめあげた５０条の条

文からなる憲法です。 

 

（６）鶏ちゃん合衆国の活動 

 

①鶏ちゃん合衆国議会 

鶏ちゃんを愛する人たちが集まり、鶏ちゃんを食べながら、語る場です。鶏ちゃんを愛

する人たちが、鶏ちゃんをつつきながら、味の違いを楽しみ、大いに笑って語りあう活動

が、この「議会」です。ちなみに、鶏ちゃん合衆国は「直接民主制」。鶏ちゃんを愛する

国民全員、議員になれます。 



 

【定例連邦議会】 

岐阜市などで偶数月の第１木曜日に開催します。    

合衆国加盟州の鶏ちゃんを郡上、下呂などから毎  

月持ち込み、お話を聞きながら、鶏ちゃんを楽し 

みます。 

 第１回は、８月２日（木）に古風人・長良店（岐 

阜市長良福光）で開催予定。 

【特別議会】 

郡上、下呂など鶏ちゃん文化のある地域で四半 

期に１回程度、順次持ち回り開催します。 

 

②鶏ちゃんＥＸＰＯ 

鶏ちゃんの知名度を上げるために、イベントに出て、様々な種類の鶏ちゃんを広く食

べていただくものです。回数は決して多くありませんが、厳選して参加します。 

（現在予定しているもの） 

・「ぎふ清流国体＆清流大会応援イベント」 ９月１６日（日）・１７日（祝）／JR岐

阜駅・信長ゆめ広場 

・「岐阜県農業フェスティバル」 １０月２７日（土）・２８日（日）／岐阜県庁周辺 

 

③国立「羽ー鶏（はーばーど）大学」 

鶏ちゃん文化の研究、鶏ちゃんの教育を行う取り組みです。 

【教育学部】 

合衆国メンバーから教授陣を選び、鶏ちゃんの販売等に

新たに取り組もうとする方々に鶏ちゃんの教育を行う専門

講座を設けます。修了者には卒業証書が授与され、「州」

としての参加資格が得られます。 

【文化学部】 

鶏ちゃん文化のある地域へバスを仕立てて訪問し、鶏ち

ゃんについてのお話を聞いたり、鶏ちゃん工場を見学したりしたうえ、鶏ちゃんを食べ、

観光し、最後には鶏ちゃんをお土産にもらって帰るという「鶏ちゃんツアー」を行うも

の。このツアーに参加すると、自動的に「羽ー鶏大学」に入学資格を得られ、１回ツア

ーを修了すると「鶏ちゃん学士」が、２回で「鶏ちゃん修士」、３回で「鶏ちゃん博士」

が授与されます。 

 

④鶏ちゃん中央情報局（ＫＣＩＡ） 

県内外の鶏ちゃん専門店を食べ歩き、鶏ちゃん文化を調査

し、歴史や成り立ち、味の違いなどを研究しようという活動

です。合衆国の州、自治区、 国民から有志メンバーを募りま

す。ＫＣＩＡに参加するメンバーはＧメンならぬ「鶏事」と

名乗って行動します。 



 

⑤スマートフォン用鶏ちゃん合衆国アプリの制作 

鶏ちゃん合衆国の加盟店などの情報が地図も含めて見ることができるほか、鶏ちゃん

合衆国のイベント情報などもゲットできるスマートフォン用アプリを８月末を目途に

リリース予定です。岐阜県が行う「岐阜県版スマートフォンアプリ開発事業」の一環とし

て、制作していただきます。 

 

⑥鶏ちゃん弁当の発売 

２４年９月を目途に、大手コンビニと連携し、鶏ちゃん合衆国監修による鶏ちゃん弁

当が発売される予定です。弁当には鶏ちゃん合衆国のステッカーが貼られ、鶏ちゃんを

盛り上げます。 

 

⑦鶏ちゃん物語マップ＆夢回廊づくり 

鶏ちゃん文化のある下呂市、郡上市、中津川市北部を中心とするエリアの道路を一筆

書きに結ぶ「鶏ちゃん夢回廊」を設定。沿線にある鶏ちゃんの名店を物語マップにし、

鶏ちゃんめぐりができるようにします。 



 

＜＜参加者一覧＞＞ 

＜州＞（鶏ちゃんメーカー、飲食店、関連商品生産事業者）（参加申込順） 

（有）萩原チキンセンター 下呂市萩原町古関１０１４－１ 0576-52-2135 

村山チキンセンター 下呂市馬瀬中切９３３ 0587-47-2635 

杉の子 下呂市小川１３１１ 0576-25-7011 

麺屋白神（（株）樹孝） 関市巾２丁目１４４－６ 0575-25-0656 

（株）丸昌醸造場 郡上市白鳥町為真４７６ 0575-82-2009 

手ごね家八兵衛 岐南町伏屋６－１９２ 058-246-3205 

東濃ミートセンター・チキンハウス 中津川市新町５－２０ 0573-65-4129 

郡上鶏ちゃんチキン野郎 郡上市大和町島２６（有）ケイズ 090-1986-5649 

（株）Ｊフーズなの里 岐阜市金華町１－７－５ 058-231-2070 

古風人長良店 岐阜市長良福光２３９９ 058-233-9388 

（株）イトー食肉センター 下呂市小川清水１２３６－１ 0576-25-2929 

寿がきや食品（株） 豊明市沓掛町小所１８９ 0562-92-8640 

郡上八幡福祉事業協同組合 郡上市八幡町那比１２１５ 0575-63-1020 

道の駅古今伝授の里やまと 郡上市大和町剣１６４ 0575-88-2525 

たまやき本舗 岐阜市大洞紅葉が丘５丁目３ 058-241-8775 

牧歌の里（（株）ヒルトップ） 郡上市高鷲町鷲見２７５６－２ 0575-73-2888 

（株）美濃白川クオーレの里 加茂郡白川町和泉１８１－１ 0574-72-2462 

（株）楮 岐阜市八幡町３６ 058-263-7784 

わかば食品 郡上市八幡町島谷 1075 0575-65-3848 

レストラン日高 郡上市白鳥町白鳥９－３ 0575-82-5308 

（株）丸忠精肉店 郡上市大和町徳永２６８ 0575-88-2901 

鳥そば真屋 大垣市熊野町４－６ 0584-91-2289 

麻麻 瑞穂市別府１０９３－１ 058-326-9991 

鳥信商店 郡上市八幡町常盤町 0575-65-2748 

フクハチ食肉店 郡上市白鳥町白鳥１２４－２ 0575-82-2343 

カフェレスト風見鶏 郡上市白鳥町中津屋９２９ 0575-82-4733 

宴蔵 下呂市森９７１－３９ 0576-25-3230 

（株）天狗 下呂市萩原町萩原１３５３－1 0576-52-1103 

（株）ジェイエムみなみ 郡上市美並町上田２６０５ 0575-79-3886 

まるや食堂 郡上市白鳥町中西４８９－１ 0575-84-1603 

水明館 下呂市幸田１２６８ 0576-25-2800 

大福屋 岐阜市神室町２－８福井ビル１Ｆ 058-265-6818 

http://www.k-chan.co.jp/
http://www.gero-navi.jp/spot_195.html
http://www.suginoko.net/
http://www.menya-hakushin.com/
http://www.marushojozojo.co.jp/
http://www.rs-dining.com/hachibei/index.html
http://www.tonodelica.com/index.html
http://ameblo.jp/warawear/theme-10016507312.html
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M01013/21201/22130315479/
http://cohoodo.com/nagara/
http://www.kikunoi.net/index.html
http://www.sugakiya.co.jp/
http://www.gifu-foodbiz.com/gourmet.html?cmd=page&sid=1325040169-1
http://www.gujo-tv.ne.jp/~kuturogi/
http://twitter.com/tamayaken/
http://www.bokka.co.jp/
http://e-900.com/
http://g.lets-gifu.com/shop/index-617.html
http://www8.ocn.ne.jp/~wakaba36/
http://hidaka0575.blog103.fc2.com/
http://www.maruchu298.com/
http://ameblo.jp/raopen710/
http://g.lets-gifu.com/shop/index-1024.html
http://www.gujokankou.com/spot/index-542.html
http://www.gifu-np.co.jp/kikaku/shop/gourmet.shtml?p=0905223
http://www.gifu-np.co.jp/kikaku/shop/gourmet.shtml?p=0711093
http://www.kisoya.com/
http://www.gero-navi.jp/spot_85.html
http://www.gujokankou.com/spot/index-122.html
http://www.hotpepper.jp/strJ000368542/
http://www.suimeikan.co.jp/
http://g.lets-gifu.com/shop/index-769.html


 

（有）とり沢 海津市南濃町羽沢４９２ 0584-55-2488 

中国料理しょうりゅう 郡上市美並町上田２５６２－１ 0575-79-3434 

美輝の里（馬瀬総合観光（株）） 下呂市馬瀬西村１６９５ 0576-47-2641 

うめもと食堂 下呂市馬瀬中切１６７６－２ 0576-47-2504 

中部スノーアライアンス（株）ダイナランド 郡上市高鷲町西洞３０３５－２ 0575-72-6636 

（資）まるはち食堂 下呂市御厩野１３９ 0576-26-2077 

舞台峠観光センター 下呂市御厩野５１８－３ 0576-26-2115 

白草 加茂郡東白川村神土４２４－３ 0574-78-2164 

菅田庵 下呂市森２５８３ 0576-25-3070 

（有）ミズホ食品 下呂市宮地３０ 0576-26-2216 

サンライト（株） 下呂市小川１２３６－１ 0576-25-6123 

＜自治区＞（鶏ちゃん小売専門事業者）（参加申込順） 

でぇれ～岐阜 東京都江東区森下１－１５－２－７０５ 03-4500-1123 

（株）モールデック 各務原市前渡西町９２７－１ 058-386-8398 

鶏ちゃん合衆国政府閣僚 

大統領  長尾 伴文 （鶏ちゃんで笑え倶楽部主宰） 

※代表、合衆国運営全体の総責任者 

国務長官   都竹 淳也 （岐阜県職員）  

※事務局長、合衆国運営全体の企画・実施及び会計担当 

交流長官  酒井 稔 （鶏ちゃん交流サロン主宰） 

※定例・特別議会、ツアーの企画・運営担当 

商務長官  日下部 讓 （萩原チキンセンター州知事） 

※イベント出展にあたっての指導担当 

消費者長官  村山 弘明 （村山チキンセンター州知事） 

※一般消費者向けの鶏ちゃん普及活動担当 

食務長官   斉藤 順子 （杉の子州知事） 

※弁当、関連商品等の監修及び新規参入者へのアドバイス 

鶏ＣＩＡ長官  山本慎一郎 （山本佐太郎商店代表） 

※県内各地の鶏ちゃんの訪問調査担当 

鶏済開発長官  石神 康睦 （麺屋白神州知事） 

※鶏ちゃん関連商品の開発・普及 

意匠長官   上村 大輔 （郡上鶏ちゃんチキン野郎州知事） 

※国旗、国章、ロゴ等のデザイン、管理担当 

意匠長官代行  秋場 紀 （（株）イシュー／アートディレクター・デザイナー） 

※国旗、国章、ロゴ等のデザイン、管理担当 

http://torisawa.net/
http://shoryu.magleaf.co.jp/
http://www.mikinosato.co.jp/
http://www.gero-navi.jp/spot_216.html
http://www.dynaland.co.jp/
http://g.lets-gifu.com/shop/index-5626.html
http://www.butaitouge.com/
http://www.50913.ne.jp/shirakusa/
http://j47.jp/sugataan/
http://www.mizuho-shokuhin.jp/pc/index.html
http://www.rakuten.co.jp/dere-gifu/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/mino-furusato/


 

鶏営監理長官  脇本 茂樹 （丸昌醸造場州知事） 

※合衆国会計の監事及び全体のアドバイス 

報道長官  野口 晃一郎 （フリーライター、アナウンサー） 

※鶏ちゃん合衆国のＰＲ全般 


