デカ盛り！

2回

第

wikipediaによるとデカ盛り
（デカもり）
とは、通常量よ

り極端に多い料理を一つの食器などに盛ることとあり

ます。激盛り、爆盛りとも言い、
いわゆる
「大盛り」
を大きく超
える量を盛った料理を指します。

知名度上昇中、津別といえば「クマヤキ」

DOBOKU
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2〜3年前から人気の出始めた津別名物の『クマヤキ』は、
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たい焼きのクマバージョンです。津別の道の駅「あいおい」
で販売されている人気のお焼きで誕生は2009年、津別町
相生で「シゲちゃんランド」
を運営するイラストレーターの
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大西重成さんが形をデザイン。

NO.38

2016年1月に東京・東武百貨店で開催された
「大北海

2018.10.15

道展」
に出店し、姿が可愛いとSNS上などで広がり会場に
連日長蛇の列ができるほどの盛況だったそうです。
その後、
テレビ番組で取り上げられたこともあり爆発的な人気とな
りました。今年５月の大型連休は売り場に長蛇の列ができ、
この日一日で２千個以上売れたそうです。

以前の様子

クマヤキ人気で自販機も黄色に

道の駅「あいおい」では自販機までもクマヤキカラーに！

出張先でたまたま入ったラーメン屋さんに！

デカ盛り豚丼！に驚き。

出 張で 芦 別 方 面 に 行 き、お 昼 時 に たまたま入った

ラーメン屋さんでメニューにあった「豚の華」という

道の駅あいおいの「クマヤキ」

豚丼を注文したら、こんなすごいのが出てきました。肉

は脂身の多いバラ肉でしたが、見た目ほどの脂っこさは
なく、おいしかったです。
これで950円でした。

季節限定も合わせると5種類

ボール大のザンギを山盛りにした「メガザンギ丼」など

建設コンサルタント業・測量業・補償コンサルタント業

ISO 9001：2015認証登録

で知られたお店みたいです。
（本社設計部：板倉瑞樹）

「新宝来軒」

住所：芦別市上芦別町 38 TEL：0124-23-1504
駐車場：店舗前に広い駐車場があります。
営業時間：11:00 〜 15:00 と 17:00〜21:00 定休日：毎週火曜日

本
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旭 川 支 店 ● 〒070-0831
網走出張所 ● 〒093-0076
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異業種からの転職 ②

特集

この お 店 は 、芦 別 の 中 心 部 から富 良 野 方 向 に 少し

走ったところにあります。芦別名物「ガタタン」やゴルフ

ドボク管理

クマヤキの缶バッジ

道の駅の売店には、クマヤキのTシャツやバッジなどのグッズも！

北海道内各地

部
編集べ
調

変わりたい焼き

ドボク管理 設計部（農業部門）

異業種からの転職②
他の業種から転職してきた社員の話を聞く「異業種
からの転職」第２回目です。インタビュー形式で紹
介します。

聞 き 手： まずは最終学歴の専門性をお聞かせください。

設計部 M： 経済学専攻です。土木といえば理系分野ですが思
いっきり文系分野です。

聞 き 手： 前職をお聞かせください。

設計部 M： 塾講師です。大学受験を目指す高校生の指導を行っ
ていました。

河川横断工の設計に伴う現況調査

聞 き 手： 入社して最初にした仕事を覚えてますか？

設計部 M： 災害(北海道に台風が連続上陸した)の現場です。

聞 き 手： 転職のきっかけは？

設計部 M： 家庭をもった中で、昼夜逆転の生活を今後も続けて
いくことに抵抗がありました。塾の生徒への指導理念
に共感できない部分があり、会社の社員評価も公平
とはいえないものがありました。

聞 き 手： 転職するにあたり紹介者もしくは紹介機関は？

設計部 M： 当時、妻の叔父が札幌支店に居りまして、
その関係で
紹介されました。

聞 き 手： 当社に決めた理由はなんですか？

設計部 M： 30才を過ぎた土木素人を、受け入れてくれると聞い
た会社として懐の深さでしょうか。

聞 き 手： 入社して何年になります？

設計部 M： ちょうど2年になりました。

生徒に教えるための知識だったのが、実業務として

どで足場の悪い現場を歩き回っていました。
ちょう

用排水路などの設計に活用されています。

どリオ五輪の後でした。

聞 き 手： 入社して最初に戸惑ったことはなんですか？

設計部 M： 休み時間がちゃんと休み時間になっていること。
(TVを見る、卓球をする、unoをするなど本当に自
由)。生徒が出入りする塾では、休み時間でも周囲

聞 き 手： 現在の部署（仕事）
はどこですか？

設計部 M： 設計部で農業部門を担当しています。今はパイプ
ラインの設計業務に携わっています。

聞 き 手： 現在仕事上で楽しいことがあれば教えてください。
設計部 M： 人に恵まれたなと感じています。分からない部分も

の視線を考えての過ごし方が当たり前でした。

多い中でも、暖かく成長を見守ってくれる諸先輩方

次に、作業着姿の自分。
（スーツを着ていない）

がこの会社にはたくさんいます。
そのおかげで楽し

上役との距離が近いこと。
（物理的にも、精神的に

く仕事ができています。

も）

聞 き 手： 入社して仕事上で大変なところは？

設計部 M： 土木分野の基礎知識がないことです。

聞 き 手： 楽しくないことや不満に思っていることは？

設計部 M： 勉強する時間でなく、勉強するための下調べに時
間がかかり過ぎることです。

聞 き 手：これからやってみたい仕事はありますか？

うとしても、土木分野自体が人気がそれほど高くな

設計部 M： 農業部門にあたるもので、経験していないものは一

い分野だからか、
ググッたところで有益な情報が出

通りやりたいです。たとえば、水田のほ場整備、肥培

てきません。塾講師時代は、
まだまだ不備があるな

かんがい施設、農道整備、水利施設の保全事業など。

と感じていた学校教育の分野が、土木分野と比べ
たらいかに学習体系が整理されていたかが分かり
ました。

聞 き 手： 入社後、仕事以外で記憶に残っていることは？

設計部 M： 飲み会です。
とにかく飲み会が多かった。前職の10
最初の仕事は台風の災害現場

設計部 M： 数学です。三角関数や微積分など、今までは単なる

何も分からずひたすら赤白ポールをもって倒木な

設計基準書をみて、分からない部分などを調べよ

デスクワーク

聞 き 手： 前職（職歴）
が活きていることはありますか？

倍以上は街に出ていた気がします。

聞 き 手：この先の目標があれば

設計部 M： 資格でいえば、技術士、測量士の合格が目標です。
管理技術者や主担当となって、仕事を回せる人材
にならないとみえないものもあると思っています。
ま
ずはそこを目指したいと思っています。

聞 き 手： 本日はお疲れさまでした。
（聞き手／本誌編集長）

豚ちゃん焼き

オロ坊饅頭

1個 130円

留萌市民のソウルフード的存在。
カレー味のピロシキ風あん。

1個 200円

編集部
調べ

羽幌町のゆるキャラ「オロ坊」の
お焼き。もみじ饅頭に近い食感。
羽幌産・初山別産小豆使用。

大判焼

留萌市栄町1丁目
TEL.0164-42-5944
営業時間／9:00〜19:00
定休日／第2・第4火曜日

イチゴ シロップ

苫前郡羽幌町南大通5丁目
TEL.0164-62-3476
営業時間／不 定
定休日／不定休

wikipwdia には、たい焼き（鯛焼き、
たいやき、タイヤキ）は、鯛を形とった金属製焼き型で焼いて作られた食べ物であり、餡（あん）入りで小麦粉主体の和菓
子である。明治時代から食べられている日本の菓子。とあります。
「変わりたい焼き」は鯛以外の型で焼かれたお菓子のことで、今回各地を調べてみました。
つぶあん

ピロシキ風

春限定
桜あん

つぶあん
2種

クマヤキ

生クリーム

クリーム

道の駅あいおい

網走郡津別町字相生83-1（国道240号沿い）
TEL.0152-75-9101
営業時間／9:00〜18:00(4〜10月)
9:00〜17:00(4〜10月の火曜日)
9:00〜17:00(11〜3月)
休館日／毎週火曜日(11〜4月)
※火曜日が祝日の時は翌日、
年始（未定）

白あん
全4種類

福ちゃん焼き

バナナ焼き

1個 250円

パイ生地を使ったお焼き。カスタード、
つぶあん、りんごクリーム、ショコラ、
ハムチーズマヨ、ボロネーゼなど。

つぶあん

幸福堂 狸小路2丁目店

札幌市中央区南2条西2-2（狸小路）
TEL.011-219-3088
営業時間／10:00〜21:30
定休日／年中無休

雪だるま焼き

全6種類

1個 170円〜

粒あんは、朱鞠小豆を使用。雪だるま
焼きの表裏で女の子と男の子の絵柄
になってる。

北のあんこや

札幌市西区西野3条4丁目11-7
TEL.011-662-1266
営業時間／10:30〜17:30
定休日／毎週月曜日

たら丸焼き

羽幌

クリーム

留萌

クリーム

滝川

全10種類

1個 130円

岩内

岩内郡岩内町高台13-4
TEL.0135-62-2525
営業時間／10:00〜17:00
定休日／毎週日曜日、祝日

つぶあん

室蘭

つぶあん

ハンサム食堂 伊達道の駅店

伊達市松ヶ枝町34-1（国道37号沿い）
TEL.0142-22-5155
営業時間／9:00〜18:00
定休日／年末年始

クリーム

全4種類

ホームランやき板橋

菊家食堂で作ってるくり焼きは
生地が、ふわっとしてるタイプ。

たいやきのきくや

滝川市栄町2-1-2
TEL.0125-23-2412
営業時間／10:30〜
定休日／毎週火曜日

カスタード
クリーム

根室市花咲港83
TEL.0153-25-3852
営業時間／10:00〜18:00
休館日／毎週日曜日

津別町相生

根室

全7種類

チーズ

つぶあん

釧路

パンダ焼き

くじらん焼き

室蘭のマスコット「くじらん」を形にした
たい焼き風のお焼き。あん、クリーム、チョコ、
ツナマヨ、チーズクリームの 5 種類。

恵 友（えとも）

1個 120円〜

つぶあん

しゃけ焼き本舗 恵庭駅前店

1個 120円

室蘭市絵鞆町4 むろらん屋台村
TEL.0143-27-2088
営業時間／10:00〜17:00（11〜4月は10:00〜16:00）
定休日／無 休（11〜4月は毎週木曜日）

1個 130円

パンダ焼き

恵庭市 相生町14 豊栄ビル 1F
TEL.0123-34-7666
営業時間／11:00〜19:00
定休日／不定休

チーズ

チョコ

釧路市愛国西3-26-7 愛国西公園角
TEL.0154-38-1421
営業時間／10:00〜18:00
定休日／毎週火曜日

鮭の形をした「しゃけ焼き」の生地は
鮭のコラーゲン入り。白あん、カレー、
ピリ辛なども含め全 7 種類。

カスタード
クリーム

クリーム

住宅街のなかにあり、小倉あん・クリー
ム・チョコミックスの 3 種類。

しゃけ焼き

つぶあん

1個 60円

ラーメン屋さんで作られている 小さな
野球ボール形のお焼き。

つぶあん

1個 100円

千歳

クリーム

クリーム

1個 80円

くり焼き

旭川

ホームラン焼き

恵庭

伊達

ハンサム焼き

旭川市二条通13丁目左2号
TEL.0166-23-6151
営業時間／10:00〜18:00
定休日／毎週月曜日

札幌

いわない楽座

ユニークな表情で小ぶりなおやつ
ハンサム焼き。

だるまや

十勝あん

岩内のゆるキャラ「たら丸」の
たい焼き。生地には岩内沖の
海洋深層水を練込む。

つぶあん

1個 110円

旭川市民には馴染みのお焼き。
塩味を生かした餡とパリッと
した皮が美味。

カスタード
クリーム

つぶあん

1個 150円〜

オホーツクエリア津別町の人気スイーツ、
「クマヤキ」。土日などには行列ができる。

ドラえもんたい焼き

全4種類

1個 250円

新千歳空港のドラえもんわくわくスカイパーク
ワークショップでしか買えないドラえもんたい
焼き。

スカイパーク
（新千歳空港ターミナルビル）

新千歳空港ターミナル 連絡施設3F
TEL.0123-46-3355
営業時間／10:00〜18:00
定休日／−

カスタード
クリーム

今回の取材にご協力頂いた関係者の皆様方にお礼を申し上げますと共に、紙面の都合上満足な内容をお届けできず、お詫びを申し上げます。ここで紹介できなかったものは弊社HPに順次掲載予定です。http://www.dobokukanri.co.jp/
●誌面の情報は弊社社員が独自に取材したものです。発行責任者：加藤義玄（取締役副社長）、編集長：豊原 元
（技術顧問） 制作：ドボク管理 地域情報誌編集室（〒090-0801 北見市春光町1-24-3 TEL.0157-26-3321 FAX.0157-22-7508）

編集後記

コアラのマーチ焼き

1個 150円

お菓子「コアラのマーチ」をお焼きにし
たもので、このお店は北海道１号店。

ロッテリアイオンモール釧路昭和FS店

釧路市昭和中央4-18-1 イオンモール
TEL.0154-64-5507
営業時間／9:00〜21:00
定休日／−

出張で釧路方面に行くたび津別の道の駅にはよく立寄り、「クマヤキ」
の看板を目にするもいつもお店は閉まっていて、なかなか食べられま
せんでした。２年ほど経ちやっと営業中に出会い口にすることができ
全種類をいただいて満足感に浸ったことが蘇ってきます。当時はまだ
知る人ぞ知る隠れた存在でしたが、今では行列ができるほどの人気と
なり、道の駅の中心的な存在になっています。（編集長：豊原 元）

