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　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　本市では、基本構想策定後も特定事業計画の
作成（Plan）、事業の実施（Do）、事後評価
（Check）、改善（Action）の PDCAサイクル
に基づき、基本構想の段階的かつ継続的な発展
（スパイラルアップ）を目指すことから、「茅ヶ
崎市バリアフリー基本構想推進協議会」を引き
続き設置します。

　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します

　本市では、『移動等円滑化の促進に関する基本方針』を踏まえ、各主体の役割と責務を
明確化し、それぞれの立場からバリアフリー化を推進していきます。

　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます

　本基本構想の策定にあたっては、多様な市民参加の機会を設け、より多くの市民意見を聴
取してまいりました。今後の基本構想推進においても、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進
協議会を引続き設置し、継続的に市民意見を聴取する場などを設けていくこととします。
　また、市民の心のバリアフリーの理解促進に向け、福祉部局等と連携した研修会や講習会
を実施するなど、心のバリアフリーの普及・啓発を推進していきます。
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基本構想の段階的かつ継続的な発展を目指します！

携帯サイト
QRコード

平成 27年 9月

基本構想策定

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会による基本構想の推進

平成27年度

特定事業計画
の作成

平成33年度～平成 27年度～平成 32年度

事業の実施
基本構想の見直し、
新たな基本構想の作
成等の必要性検討

進捗状況の報告
必要に応じて事業の追加・見直しを検討

進捗状況の確認
事業実施後の確認やさらなる改善の提案
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内部障害のひと（内蔵や免疫機能の障害）内部障害のひと（内蔵や免疫機能の障害）内部障害のひと（内蔵や免疫機能の障害）
・心臓の障害でペースメーカーをいれて生活するひとや、膀胱・直腸の障害で
   ストーマ（人工肛門や人工膀胱）が必要なひと（オストメイト）などがいます。
・心臓に障害があると、疲れやすく運動が制限されてしまう場合があります。

・心臓の障害でペースメーカーをいれて生活するひとや、膀胱・直腸の障害で
   ストーマ（人工肛門や人工膀胱）が必要なひと（オストメイト）などがいます。
・心臓に障害があると、疲れやすく運動が制限されてしまう場合があります。

知的な障害のあるひと知的な障害のあるひと知的な障害のあるひと
・計算・記憶・判断がむずかしく、複雑なことを覚えるのが苦手なひとがいます。
・むずかしい言葉を使った会話や、まわりがうるさい状況などでパニックをおこしてしまう
   ことがあります。

・計算・記憶・判断がむずかしく、複雑なことを覚えるのが苦手なひとがいます。
・むずかしい言葉を使った会話や、まわりがうるさい状況などでパニックをおこしてしまう
   ことがあります。

精神障害のあるひと精神障害のあるひと精神障害のあるひと
・統合失調症、うつ病、双極性障害、アルコール依存症などがあります。
・ひとより多くの不安をもっていたり、とても緊張に弱いひとがいます。
・ひとづきあいやはじめての場所、ひとの視線や会話が苦手なひとがいます。

・統合失調症、うつ病、双極性障害、アルコール依存症などがあります。
・ひとより多くの不安をもっていたり、とても緊張に弱いひとがいます。
・ひとづきあいやはじめての場所、ひとの視線や会話が苦手なひとがいます。

発達障害のあるひと発達障害のあるひと発達障害のあるひと
・集中力がなかったり、ひとづきあいが苦手なひとがいます。
・見ためでは発達障害とわからないため、「自分勝手」とか「変わったひと」「困ったひと」と
   誤解されてしまうことがあります。

・集中力がなかったり、ひとづきあいが苦手なひとがいます。
・見ためでは発達障害とわからないため、「自分勝手」とか「変わったひと」「困ったひと」と
   誤解されてしまうことがあります。

　そのほかにも、高齢者・妊産婦・乳幼児連れ・けが人・外国人
なども日常生活の中で多くのバリアを感じています。
　そのほかにも、高齢者・妊産婦・乳幼児連れ・けが人・外国人
なども日常生活の中で多くのバリアを感じています。

　本市では、“人々が行きかい自然と共生する便利で快適なまちづくり” の理念のもと、関連条
例や各種計画に基づくまちづくりを進めてきました。茅ヶ崎市バリアフリー基本構想は、バリア
フリーやユニバーサルデザインのまちづくりに向けた市の考えや方向性を示すとともに、これま
での取組と連携することで、効果的なバリアフリーを推進することを目的とします。

バリアフリー法に基づく『茅ヶ崎市バリアフリー基本構想』
を策定！

多様な市民参加により基本構想策定を行いました！多様な市民参加により基本構想策定を行いました！

意見交換ワークショップ・まち歩き点検ワークショップ意見交換ワークショップ・まち歩き点検ワークショップ意見交換ワークショップ・まち歩き点検ワークショップ 来街者向け
アンケート
調査

来街者向け
アンケート
調査

来街者向け
アンケート
調査

相模線沿線
ハイキング
と連携し、
来街者を含
む幅広い方
へのアン
ケートを実
施。

相模線沿線
ハイキング
と連携し、
来街者を含
む幅広い方
へのアン
ケートを実
施。

相模線沿線
ハイキング
と連携し、
来街者を含
む幅広い方
へのアン
ケートを実
施。

H26年 10月 4日H26年 10 月 4日H26年 10 月 4日

市民部会及び市民部会支援者による意見交換及び
まち歩き点検を実施し、バリアフリー課題を整理。
市民部会及び市民部会支援者による意見交換及び
まち歩き点検を実施し、バリアフリー課題を整理。
市民部会及び市民部会支援者による意見交換及び
まち歩き点検を実施し、バリアフリー課題を整理。

意見交換 H26 年 8月 3日 / まち歩き点検 H26 年 10 月 5日･10 日、11月 15 日意見交換 H26 年 8月 3日 / まち歩き点検 H26 年 10 月 5日･10 日、11月 15 日意見交換 H26 年 8月 3日 / まち歩き点検 H26 年 10 月 5日･10 日、11月 15 日

バリアフリー社会を考える研修会
（障害福祉課・高齢福祉介護課と共同）
バリアフリー社会を考える研修会
（障害福祉課・高齢福祉介護課と共同）
バリアフリー社会を考える研修会
（障害福祉課・高齢福祉介護課と共同）

H26年 11月 30 日H26 年 11 月 30 日H26 年 11 月 30 日

日常生活や災害時に、困ること・不安に
思うことなどを考えるきっかけとして、
市民が自由に参加できる研修会を実施。

日常生活や災害時に、困ること・不安に
思うことなどを考えるきっかけとして、
市民が自由に参加できる研修会を実施。

日常生活や災害時に、困ること・不安に
思うことなどを考えるきっかけとして、
市民が自由に参加できる研修会を実施。
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視覚に障害のあるひと視覚に障害のあるひと視覚に障害のあるひと

　わたしたちのまちには、さまざまな人が住んでいます。高齢者や障害のある人などにとって
は、ちょっとした段差などが、普段のくらしをしていくうえでバリアとなることがあります。
　“だれもが安心して過ごせるまちづくり” の第一歩として、まずは、さまざまな障害のある
人や配慮が必要な人の特徴や困難なことを理解しましょう。

　わたしたちのまちには、さまざまな人が住んでいます。高齢者や障害のある人などにとって
は、ちょっとした段差などが、普段のくらしをしていくうえでバリアとなることがあります。
　“だれもが安心して過ごせるまちづくり” の第一歩として、まずは、さまざまな障害のある
人や配慮が必要な人の特徴や困難なことを理解しましょう。

　バリアフリー法（※1）は、高齢者、障害者等（※2）が自立した日常生活
及び社会生活を営むことができる社会環境の整備を目指しており、基本
構想制度では、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等がよく利用す
る施設が集積した地区において、施設・経路のバリアフリー化を図るこ
とで、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することを狙いとして
います。これにより、だれもが暮らしやすいまちづくりを進めることに
つながります。

※1 バリアフリー法：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
※2 高齢者、障害者等：高齢者、身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者等、けが人、妊産婦、ベビーカー利用者等

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想とは

さまざまな障害などの特徴や困難を知っていますか？さまざまな障害などの特徴や困難を知っていますか？

・まったく見えないひとや見えにくいひとがいます。
・歩くときに、白 を使ったり、盲導犬を連れているひともいます。
・危険にきづけない場合があります。（歩道から車道にとびだしてしまうなど）

・まったく見えないひとや見えにくいひとがいます。
・歩くときに、白 を使ったり、盲導犬を連れているひともいます。
・危険にきづけない場合があります。（歩道から車道にとびだしてしまうなど）

肢体の不自由なひと（車いす使用者など）肢体の不自由なひと（車いす使用者など）肢体の不自由なひと（車いす使用者など）
・姿勢を保つことや、基本的な動き（あるく、すわる）でもむずかしいひとがいます。
・それぞれの障害にあわせて、 や車いす、電動車いすなどを使っています。
・車いすを使う場合、すこしの坂でも大きな力が必要となり大変です。

・姿勢を保つことや、基本的な動き（あるく、すわる）でもむずかしいひとがいます。
・それぞれの障害にあわせて、 や車いす、電動車いすなどを使っています。
・車いすを使う場合、すこしの坂でも大きな力が必要となり大変です。

聴覚や言語に障害のあるひと聴覚や言語に障害のあるひと聴覚や言語に障害のあるひと
・まったく聞こえないひと（ろう者）や聞こえにくいひと（難聴者）がいます。
・手話や文字を使ってコミュニケ―ションをとります。
・見ためで障害があるかわかりにくく、いろいろな誤解や危険にあうことがあります。
　（声をかけられても気がつかない、クラクションが聞こえず危なかった）

・まったく聞こえないひと（ろう者）や聞こえにくいひと（難聴者）がいます。
・手話や文字を使ってコミュニケ―ションをとります。
・見ためで障害があるかわかりにくく、いろいろな誤解や危険にあうことがあります。
　（声をかけられても気がつかない、クラクションが聞こえず危なかった）

バリアフリー
基本構想とは
バリアフリー
基本構想とは
バリアフリー
基本構想とは

駐車場 公園

福祉施設
官公庁施設

福祉施設

商業施設

鉄道駅

官公庁施設

基本構想制度のイメージ
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重点整備地区

バリアフリー法に基づく基本構想に定める地区。
施設が集積し、その間の移動が通常徒歩で行われる地
区を、バリアフリー化のために事業を重点的かつ一体
的に推進すべき地区として市区町村が定めるもの。

生活関連施設

高齢者、障害者等が日常生活又は社会
生活において利用する旅客施設、官公
庁施設、福祉施設、その他の施設。

生活関連経路

生活関連施設相互間の施設。
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全体基本構想

　基本構想の基本理念を “だれもが安心して過ごせるまちづくり” に設定し、目標年次である
平成 32年度までの実現を目指します。

① 重点整備地区・整備促進地区の設定による効果的なバリアフリー化を行います① 重点整備地区・整備促進地区の設定による効果的なバリアフリー化を行います

② 多様な市民参加と協働による心のバリアフリーを促進します② 多様な市民参加と協働による心のバリアフリーを促進します

③ 他施策と連携した全市への展開、事業の進捗状況にあわせた段階的な対応を行います③ 他施策と連携した全市への展開、事業の進捗状況にあわせた段階的な対応を行います

④ 基本構想の進行管理による継続的なバリアフリー化を行います④ 基本構想の進行管理による継続的なバリアフリー化を行います
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 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想

平
成
２
５
年
度
 
〜
 
平
成
２
７
年
度
 

○公共交通特定事業 
○道路特定事業 
○交通安全特定事業 
○建築物特定事業 
○その他の事業等 

 

平
成
２
８
年
度
 
〜
 
平
成
３
１
年
度

既往のまちづくり基本
計画を踏まえ、まちづく
りの段階に合わせて、総
合的かつ一体的なバリ
アフリー化を実施 

○心のバリアフリーの普及・啓発 
○公共サイン整備 
○施設整備に伴うバリアフリー化の推進
○安全な歩行空間の確保に向けた整備

基本構想の段階的かつ継続的な発展 

平
成
３
２
年
度

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律 
（バリアフリー法）

重点整備地区における移動等円滑化
の重点的・一体的な推進 
（基本構想制度） 

 
・移動環境のバリアフリー化の促進 
・施設利用のバリアフリー化の促進 
・心のバリアフリーの促進 

茅ヶ崎市総合計画基本構想 
まちづくりの基本理念 

 
 

中間見直しの基本的な考え方 

人々が行きかい自然と共生 
する便利で快適なまちづくり

豊かな長寿社会 
健康づくりの推進 

子育て環境の整備促進 等 

茅ヶ崎市の現状
高齢者数の増加
障害者数の増加 
少子化が進む中就学前
児童数は横ばい 
観光客数の増加 

公共交通や道路等で一
部バリアフリー未整備 
茅ヶ崎駅周辺に主要施
設が集積 

茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅 
周辺地区 

香川駅周辺地区 
堂駅周辺地区

重点整備地区 整備促進地区 

基本理念・目標基本理念・目標基本理念・目標

目標実現に向けた基本方針目標実現に向けた基本方針目標実現に向けた基本方針

心のバリアフリーの普及・啓発心のバリアフリーの普及・啓発心のバリアフリーの普及・啓発

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の全体概要図茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の全体概要図茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の全体概要図

　心のバリアフリーとは、道路や建物をバリアフリー化するだけでなく、市民一人ひとりが高
齢者、障害者等の移動や施設利用に制約のある方の困難を自らの問題として意識し、バリアを
なくそうとすることです。本市では、バリアフリー化の重要性や高齢者、障害者等への理解促
進など、心のバリアフリーの普及・啓発に向けた取組を推進します。

重点整備地区 「茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅周辺地区」に設定し、平成 32年度を目標とした重点的かつ
一体的なバリアフリーを推進します。

整備促進地区 「香川駅周辺地区」、「辻堂駅周辺地区」の２地区に設定し、まちづくりの進捗状況に
あわせて、駅を中心とした交通結節点周辺のバリアフリー化の実現を目指します。

（本編 22ページ）

（本編 23ページ）

（本編 25ページ）

…様々な障害のことや、困っていること、手助けの仕方について学ぶ…様々な障害のことや、困っていること、手助けの仕方について学ぶ等等

等等…歩道に自転車をとめない、障害者用の駐車場を利用しない等…歩道に自転車をとめない、障害者用の駐車場を利用しない等

…優先席やエレベーター、多機能トイレで障害のある人を優先するなど…優先席やエレベーター、多機能トイレで障害のある人を優先するなど

…困っている人に声をかけ、移動の手助けや案内をするなど…困っている人に声をかけ、移動の手助けや案内をするなど

心のバリアフリーの４つのポイント心のバリアフリーの４つのポイント心のバリアフリーの４つのポイント
理解する理解する理解する

マナー・ルールを守るマナー・ルールを守るマナー・ルールを守る

ゆずるゆずるゆずる

手伝う手伝う手伝う

 

＜基本理念＞

 

＜目   標＞  
だれもが安心して過ごせるまちづくり 

 

 

 

 

 

本構想の基本理念を

＜背

  

景＞

 

＞    

 

社会参加の促進 多様な交流の促進 心身の健康の増進

だれもが移動しやすい
都市基盤の

バリアフリーの推進

だれもが歩いて行き交うこ
とができるように、公共交
通や道路、信号機等のバリ
アフリー化を目指します。

だれもが利用しやすい
生活基盤の

バリアフリーの推進

だれもが安心して過ごせる
ように、建築物や公園、商
店街等のバリアフリー化を
目指します。

ひと・まちを
育て支える

心のバリアフリーの推進

だれもが安心して過ごせる
ように、日常的な声掛けや
マナー向上等の心のバリア
フリーの浸透を目指します。



茅ヶ崎駅から1,000m

茅ヶ崎駅から500m

生生活関連経路ののうちち主主要経路  

1 国道 1号  15 市道 1673 号線 

2 国道 134 号  16 市道 1675 号線 

3 県道 45 号  17 市道 1756 号線 

4 県道 309 号  18 市道 2059 号線 

5 
市道 0101 号線　 
『供用中』 

19 市道 2199 号線 

6 市道 0107 号線 20 市道 2231 号線 

7 
市道 0117 号線 
『供用中』 
（3・4・1新国道線） 

21 市道 2242 号線 

8 市道 0117 号線 22 市道 2244 号線 

9 市道 0203 号線 23 市道 3390 号線 

10 市道 0210 号線 24 市道 4002 号線 

11 市道 0211 号線 25 市道 4006号線 

12 市道 0217号線 26 市道 5004 号線 

13 市道 1215号線 27 市道 5008 号線 

14 市道 1660 号線 28 市道 5563 号線 

生生活関連経路ののうちち補補完経経路  

1 県道 310 号  5 市道 2247 号線 

2 市道 0121 号線 6 市道 3240 号線 

3 市道 0213 号線 7 市道 4012 号線 

4 市道 2241 号線   
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千ノ川

相模湾

鉄砲道

国道134号

補完経路

鉄道駅

主要経路生活関連経路 駅前広場

重点整備地区

生活関連施設

銀行福祉関連施設 郵便局 斎場その他の施設

北茅ケ崎駅

茅ケ崎駅

0   100                  500m

茅ヶ崎市役所茅ヶ崎市役所茅ヶ崎市役所

梅田中学校梅田中学校梅田中学校

茅ヶ崎小学校茅ヶ崎小学校茅ヶ崎小学校

茅ヶ崎市立病院茅ヶ崎市立病院茅ヶ崎市立病院

茅ヶ崎公園茅ヶ崎公園茅ヶ崎公園

サザンビーチ
ちがさき
サザンビーチ
ちがさき
サザンビーチ
ちがさき

５

重点整備地区基本構想  －茅ヶ崎駅・北茅ヶ崎駅周辺地区－

○ 公共交通や道路を中心としたバリアフリー化による移動環境の向上
○ 北茅ケ崎駅のバリアフリー化による利便性の向上
○ 沿道の建築物等のバリアフリー化による連続性の確保
○ 市役所建替を契機とした一体的なバリアフリー化の推進
○ 市立病院とバス停留所の一体的なバリアフリー化の推進
○ 公共サイン整備の推進
○ 市民一人ひとりの心のバリアフリーの推進
○ 来街者が安心して訪れることができる観光バリアフリーの推進

○ 公共交通や道路を中心としたバリアフリー化による移動環境の向上
○ 北茅ケ崎駅のバリアフリー化による利便性の向上
○ 沿道の建築物等のバリアフリー化による連続性の確保
○ 市役所建替を契機とした一体的なバリアフリー化の推進
○ 市立病院とバス停留所の一体的なバリアフリー化の推進
○ 公共サイン整備の推進
○ 市民一人ひとりの心のバリアフリーの推進
○ 来街者が安心して訪れることができる観光バリアフリーの推進

重点整備地区のバリアフリー化の方針重点整備地区のバリアフリー化の方針重点整備地区のバリアフリー化の方針

バリアフリー化に向けた取組（特定事業等）の主な内容バリアフリー化に向けた取組（特定事業等）の主な内容バリアフリー化に向けた取組（特定事業等）の主な内容

茅ケ崎駅茅ケ崎駅茅ケ崎駅 ・改札周辺における十分な空間を確保する。
・駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サインを改修する。

タクシータクシータクシー

道　路道　路道　路

都市公園都市公園都市公園

その他その他その他

・ユニバーサルデザインタクシーを導入する。
・多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。

・歩道の十分な幅員を確保する。
・JIS 規格に適合し、周囲との色の差がはっきりした視覚障害者誘導用ブロックに改修する。
・地域と連携し、看板の適正配置に努めるとともに、不法占用物の撤去指導を行う。
・電線類地中化により安全で快適な歩行空間を確保する。

・平坦な園路を整備する。
・高齢者、障害者等が利用しやすいトイレに改修する。
・ベンチを増設する。

＜サザンビーチちがさき＞
・自転車利用者へのルールやマナーなどの注意喚起を促す看板を設置する。
・貸出のビーチ用車いすの設置を検討する。

建築物・駐車場建築物・駐車場建築物・駐車場

・主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する。
・エレベーターを増設する。
・見やすく、わかりやすい案内表示を設置する。
・車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗装や国際シン
　ボルマークをわかりやすく表示するなどの対策を検討する。
・多様な利用者への適切な対応について係員の教育を実施する。

交通安全施設
（横断歩道・信号機など）
交通安全施設

（横断歩道・信号機など）
交通安全施設

（横断歩道・信号機など）

・信号灯器を LED に改良する。
・自転車専用通行帯の整備により、自転車と歩行者を分離する。
・地域住民等と連携し、自転車利用者のマナーアップを図る。

北茅ケ崎駅北茅ケ崎駅北茅ケ崎駅 ・橋上駅舎化とそれに併せた駅舎のバリアフリー化を検討する。
・駅社員による案内やサポートなどの対応を充実する。

バ　スバ　スバ　ス
・案内表示を多言語化する。
・車いすで乗降しやすいバス停のガイドマップを作成する。
・多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。

公
共
交
通

公
共
交
通

公
共
交
通

（本編 31ページ～）

（本編 48ページ～）

６

重点整備地区図重点整備地区図重点整備地区図



茅ヶ崎市バリアフリー基本構想
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を目指して　

平成27年9月
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　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会

　 を引き続き設置します

　本市では、基本構想策定後も特定事業計画の
作成（Plan）、事業の実施（Do）、事後評価
（Check）、改善（Action）の PDCAサイクル
に基づき、基本構想の段階的かつ継続的な発展
（スパイラルアップ）を目指すことから、「茅ヶ
崎市バリアフリー基本構想推進協議会」を引き
続き設置します。

　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します　 市民、事業者、行政の役割と責務に基づきバリアフリー化を推進します

　本市では、『移動等円滑化の促進に関する基本方針』を踏まえ、各主体の役割と責務を
明確化し、それぞれの立場からバリアフリー化を推進していきます。

　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます　 継続的に市民が参加できる場を設けていきます

　本基本構想の策定にあたっては、多様な市民参加の機会を設け、より多くの市民意見を聴
取してまいりました。今後の基本構想推進においても、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進
協議会を引続き設置し、継続的に市民意見を聴取する場などを設けていくこととします。
　また、市民の心のバリアフリーの理解促進に向け、福祉部局等と連携した研修会や講習会
を実施するなど、心のバリアフリーの普及・啓発を推進していきます。
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基本構想の段階的かつ継続的な発展を目指します！

携帯サイト
QRコード

平成 27年 9月

基本構想策定

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会による基本構想の推進

平成27年度

特定事業計画
の作成

平成33年度～平成 27年度～平成 32年度

事業の実施
基本構想の見直し、
新たな基本構想の作
成等の必要性検討

進捗状況の報告
必要に応じて事業の追加・見直しを検討

進捗状況の確認
事業実施後の確認やさらなる改善の提案

Do

Action

Plan

Check
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