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 رســـヰــــــالف
ュゅハ ユΑギボゎ 

 
I- フやギワأ れゅΑギヤらャや ءやキأ ユΒΒボゎ ュゅヌル:  

II- れゅΑギヤらヤャ ゅワキゅレシま ユわΑ ヶわャや れやギハゅジヨャや ブレタ ヶプ 
1-  るヘドヲヨャや ゲΒビ れやギハゅジヨャや 
 ゅダカ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΒャゅئヨィΗや れギハゅジヨャや ゾ -أ

ゆ-  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴヤハ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ノΑコヲゎ ょジル 
2-  るヘドヲヨャや れやギハゅジヨャや 
 

III-  ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャやءやキأや 
1-  るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや 
 やキΕや ユΒΒボゎء  -2
 

VI- ケやヱキأヱ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボわよ るΒレバヨャや フやゲヅأやゅワ  
1- るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ( るョヲムエャや るシゅئケ)  
2-  るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ 
3-  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ 
4- るΑゴミゲョΚャや ユハキヱ リΑヲムわャや ゴミゲョ 
 5-  るΒヤエヨャや るハゅヨイャや 
6-  るΑケやコヲャや るレイヤャや 
 

V ـ  れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボゎ るΒヤヨハ れやءやゲィまヱ モェやゲョるΒヤエヨャや  
1-  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボわャ ヵキゅヨャや キやギハΗや 
 やキΕや ユΒΒボゎ るΒヤヨハ ベΚトルみよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ュΚハまء  -2
3- や るゃΒワ ヴャま ءやキΕや ユΒΒボゎ ブヤョ るャゅェまヱ キやギハま るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャ 
4-  るΒャヱΕや キやギハΕや キゅレシまヱ ユΒΒボわャや れゅヘヤョ るシやケキ 
5- ボわャ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒ 
 ユΒΒボわャ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや れゅらヤトわョ أやキء るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  -أ

ゆ-  ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ペΑゲプ 
6-  るΒャヱΕや キやギハΕゅよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ュΚハま 
7-  ゅヰΒプ ろらャやヱ るΒャヱΕや キやギハΕや るバィやゲョ ょャゅトョ ユΑギボゎ 
8- るΒヤエヨャや れゅバヨイャや ءやキأ ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャや キやギハま るΒئゅヰレャや キやギハΕや キゅレシまヱ 
9-  るΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ ゅヰわャゅェまヱ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや ゆゅジわェま 
 るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ノΑコヲゎ ザΒΑゅボョ  -أ

ゆ-  るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎヱ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボゎ リΒよ るホΚバャや 
ァ-  ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや モΒィほゎ るヘドヲヨャや 
キ-  るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシΗや リョ ろらャや 

VI ـ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや モΑヲエゎヱ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボわャ るΑヲレジャや るョゅルコヱゲャや  
1-  るレジャや メΚカN 
2-  るレジャや メΚカN+1  や るレシ(るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗ) 

VII ء ـやキأや ユΒΒボゎ ザΒΑゅボヨャ るΑゲΒジヘゎ れやクやグィ  
ョاــェـペ 
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 ボゎـــハ ユΑギــــュゅ : 
 

 قامت اللجنة الفنيةإطا茨 التمويل اإضافي لبرنامج التنمية الحضرية 吋الحوكمة المحلية ،  في      

تنظيمها بعد 稲吋لك  6102مراجعة مؤشرا郁 تقييم أ逸اء البلديا郁 التي انطلق العمل بها منذ بداية سنة ب

 06مجاا郁 جديد吋 育 3يتم ضبط لبلديا郁 ل郁 الميدانية لعديد من السلسلة من الجلسا吋 郁الزيا茨ا

، 吋الهد淫 من 稲لك  شفافية 吋تحسين الموا逸茨مقيا鰯 تتعلق بتحسين الخدما郁 المسدا育 ، المشا茨كة 吋ال

 吋تحسين العمل البلد宇 عموما . هاتطوير مضمون

逸يسمبر  芋吋62ير الشؤ隠吋 المحلية 吋البيئة 芋吋吋ير المالية المؤ溢茨 في صد茨 تبعا لذلك قرا茨  د吋ق     

 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أ逸اء الجماعا郁 المحلية. 6100

هذ韻 المراجعة في إطا茨 السعي لتطوير مضمو隠 المؤشرا郁 السابقة 吋تحسين العمل 吋تأتي      

院عموما، حيث تم اإنتقا 宇اء  البلد逸تقييم أ 陰من نظا陰يقو  鰯الجماعة باأسا 陰احترا 右على مد

المنظومة المعتمد育 حاليا( إلى نظا陰 تقييم فعلي الغاية منه ا )لقوانين 吋التراتيب المعمو院 بهالمحلية ل

 محا吋لة قيا鰯 العمل البلد吋 宇الشأ隠 المحلي .

      茨اعتبا吋  ضعها تعتبر吋 التي تم 育إلى تلك المقاييس الجديد逸بين كافة  خاصة مجهو 蔭مشتر

ا ا تعتبر في حد 稲اتها الهياكل المتدخلة في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية 吋الحوكمة المحلية فإنه

 مثالية لتقييم أ逸اء البلديا郁 .مقاييس 

بصفة فعلية بداية من سنة  اإشا育茨 إلى أنه من خا院 تطبيق هذ韻 المقاييس الجديد育ع 飲飲飲م      

吋هو 吋أهميتها في تحسين الواقع البلد吋 宇الشأ隠 المحلي عموما تها على مد右 نجاع قف، سن 6161

  .احقا إثر تقييمها  吋تعديلها نية مراجعتهاما يتيح إمكا

     吋淫الهياكل  يهد 茨ا吋逸أ吋 郁اإجراءا吋 المراحل吋 شفافية المقاييس 隠هذا الدليل العملي إلى ضما

المتدخلة في عملية تقييم اأ逸اء بالجماعا郁 المحلية الموكو院 لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 

مقاييس تقييم اأ逸اء 吋نظا陰 التنقيط المعتمد في بوصفها هيكا إ逸ا茨يا مستقا، مع توضيح كافة 

 الغرض. 

 

 اللجنة الفنية                                                                    
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 أعضاء اللجنة الفنية
 

: りキゅジャやヱ れやギΒジャや 

 

-      ブΒタヲャや るΒョゅシ    るゃΒらャゅよヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヲよ るョゅハ りゲΑギョ : 

- ダャや ユゎゅェ       ヶャヲ    るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒヰよ ュゅハ ゲΑギョ : 

-  ヵゲタゅレャゅよ ゲジΑ       ゲΑギョ :り るΒヤエヨャや るΒャゅヨャや るヨミヲェヱ キケやヲヨヤャ るョゅバャや りケやキΗゅよ 

-  ユΒワやゲよや    ヶよヲボハ    るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒヰよ ゲΑギョ : 

 ヶヤェゅジャや モプヲル    ゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレダよ ゲΑギョ :るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハد  -

-    キヲヨエョ リよ ユゎゅェ    るΑゴミゲョΚャや ユハキヱ リΑヲムわャや ゴミゲヨよ ゲΑギョ : 

- ゴΑゴハヲよ リΒジェ       るゃΒらャゅよヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヲよ ゲΑギョ : 

 -        ペΒホゲャや モΒらル   るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレダよ  ゲΑギョ るΒワゅミ : 

-   ヵヱやゴヨエャや リΒシゅΑ  ャや りギェヲよ ゲΑギョ るΒワゅミ :るΒヤエヨャや るΒャゅヨ 

-      るルやギヨェ ユΒシヱ    ヶャヱギャや ラヱゅバわャやヱ ケゅヨんわシΗやヱ るΒヨレわャや りケやコヲよ ゲΑギョ るΒワゅミ : 

-          ヶムョ ヴレョ   るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒヰよ ゲΑギョ るΒワゅミ : 

-  ヶトΒヤジャや ユャゅシ      るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレダよ フゲダわョ : 
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I- ユΒΒボゎ ュゅヌル フやギワأ キءأや れゅΑギヤらャや: 

        ユビケ  ゅヨワΚミ ラみプ ،ءやキΕや ユΒΒボゎヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ペΒボエゎ リΒよ ペΒثヲャや ヅゅらゎケΗや フギヰΑ

 ペΒボエわャれゅΑゅビ .るヘヤわガョ 

 ヶャゅヨャやヱ ヵケやキΗや フゲダわヤャ ゆヲヤトヨャや ヴルキΕや ンヲわジヨャや るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ペΒボエゎ ザムバΑ *

 マャクヱ ،るΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ リΒルやヲボヤャ ゅヰョやゲわェま ラゅヨツャ ،モヨバャや ゅヰよ ヵケゅイャや ょΒゎやゲわャやヱヱ ヶャゅわャゅよ   るハゅヨイャや ラみプ

るΒヤエヨャや  オΑケゅゎ ヶプ るョゴヤョ15 るレシ モミ リョ ヶヘルゅィ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ ゅヰわよゅイわシや ブヤョ ネやギΑみよ ヴわェ 

 リョ リムヨわゎヶシゅシΕや テジボャゅよ ネゅヘわルΗや (50%  .るΒャやヲヨャや るレジヤャ ゅヰバΑケゅゼョ モΑヲヨわャ ゅヰレョ ) 

 

 
 

 
 
 

らィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや フやギワأヱ ゾئゅダخる ءやキأや ユΒΒボゎ フやギワأヱ ゾئゅダخ 

-  ンヲわジョ  ヶプ ゆヲヤトヨャや ヴルキΕや ンヲわジヨャや モんヨゎ

 .るΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ ヶャゅヨャやヱ ヵケやキΗや フゲダわャや 

-  ノョ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや モヨハ ペよゅトゎ ラゅヨツャ るョゴヤョ

 . モヨバャや ゅヰよ ヵケゅイャや ょΒゎやゲわャやヱ リΒルやヲボャや 

-  ネゅヘわルΗや るΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ メヲガّゎヶシゅシΕや テジボャゅよ 

(50%  ケやギボョ リョ ) ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや

るヘドヲヨャや  るトΑゲش るャヱギャや モらホ リョ ゅヰゎギئゅヘャ りキヲタゲヨャや

.るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ ゅヰボΒボエゎ 

-  るョゴヤョ るらジレよ100%  オΑケゅゎ ヶプ15  リョ ヶヘルゅィ

るレシ モミ .  

 

-  ゾئゅボレャや ゾΒガゼゎ ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ギハゅジゎ

 ヵケやキΗや フゲダわャや ンヲわジョ ヶプ れΙΚカΗやヱ

ヶャゅヨャやヱ . 

- ョ ノプゲャや ヶプ ユワゅジゎ るハゅヨイャや りءゅヘミ ンヲわジョ リ

るΒヤエヨャや .   

-  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや リΒよ ヶジプゅレゎ ォゅレョ ペヤガゎ

 モらホ リョ ゅヰゎギئゅヘャ りキヲタゲヨャや れやギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΘャ

りやヱゅジヨャや ラゅヨッ ノョ るャヱギャや .  

-  . るャءゅジヨャやヱ るΒプゅヘゼャや むキゅらョ サゲムゎ 

-  リヨツゎヱ るΒミケゅゼわャや るよケゅボヨャや ペΒらトゎ ユハギゎ

  .るΒヤエヨャや るヨミヲエャや 

- ャや るハゅヨイヤャ メヲガّゎ るΒヤエヨ テジボャゅよ ネゅヘわルΗや

ヵゴΒヘエわャや  ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョ リョ

 るトΑゲش るャヱギャや モらホ リョ ゅヰゎギئゅヘャ りキヲタゲヨャや るヘドヲヨャや

ヰャヲダェゅ . ゅワءやキΕ ヶよゅイΑま ユΒΒボゎ ヴヤハ 
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 ヌェاョـــــ :る 
 
1-  モΒダエゎ50 るトボル モホΕや ヴヤハ よ ユΒΒボゎ ラやヲレバءやキΕや ،ヲわゎヱ ،るΒャゅハ りءゅヘミ れやク るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ラأ ヴレバΑ Ι ヴヤハ ゲプ

 るΒャゅョヱ るΒレプヱ るΑゲゼよ れゅΒルゅムョま،るョゅワ .ゅヰボΒボエゎ るボΑゲヅ モよ ヮゎやク ギェ ヶプ りءゅヘムャや ザムバΑ Ι ءやキΕや ゲشぽョ ペΒボエゎ ラΕ 
2-  ょヤビأユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ  れやءやゲィま ヶワ ،モΒャギャや やグヰよ るّレヨツヨャや ءやキΕやヱ ゲΒよやギゎれゅΑギヤらャゅよ モヨバャや ゅヰよ ヵケゅィヂバらャや モんヨΑヱ ، 

Γやゲカ  ゅヰレョΕや ンヲわジョ リョ ノプゲヤャ るΑケヱゲッ れやءやゲィま. ءやキ 

3- ャま ءやキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌル フギヰΑヴ  )ンゲピダャやヱ るトシヲわヨャやヱ ンゲらムャや ( るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや モミ ゴΒヘエゎ リΒバョ ンヲわジョ パヲヤらャ

りءゅヘムャや リョ.るヨミヲエャやヱ るャءゅジヨャやヱ るΒプゅヘゼャやヱ ゲّエャや ゲΒよギわャや むキゅらョ ペプヱ るΒゎやグャや ゅヰルヱぽش ブΑゲダゎ ヴヤハ りケキゅホ ゅヰヤバイΑ ،  

 

II- : れゅΑギヤらヤャ ゅワキゅレシま ユわΑ ヶわャや れやギハゅジヨャや ブレタ ヶプ 
           ゾّル キギハ ゲョΕや3505  るレジャ2014  ヶプ ォケぽヨャや30  ゲらヨわらシ2014 よ ペヤバわヨャや ヅヱゲش テらツレシま キゅ

るトシやヲよ れやギハゅジヨャや ウレョヱ チヱゲボャや  れゅハゅヨイャや りギئゅヘャ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ

 るΒヤエヨャやヴヤハ  ケやゲホまるャヱギャや れやギハゅジョ リョ リΒヘレタ ャや りギئゅヘャ りキヲタゲヨャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ゅゼョ モΑヲヨわャ ゅヰバΑケ

 るΑケゅヨんわシΗや : 
 

1- ギハゅジヨャやれや Βビـــるヘドヲヨャや ゲ:  ّダガョΒヰイわャ るダـ ゴるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヨャゅよـــ ペプやゲ

シΕやـــ るΒシゅ، ヱ ネコヲゎゅヰゎギئゅヘャ ょジェ バョゅΒ ّヵケ ラゅムジャや キギハヱ るΒئゅらイャや るホゅトャや  ょジェ( ケやゲボャや

ポゲわゼヨャや  ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るΒヤカやギャや ゲΑコヲャ3 れヱ2015 أ) ヱボΒボエゎ ギバよゅヰ 

ヤャルギャや ヅヱゲゼるらィヲわジヨャや ゅΒ ゲΑコヲャ ポゲわゼヨャや ケやゲボャや ょジェ( ヵ  ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャやヱ るΒヤカやギャや

13  るΒヤΑヲィ2015  ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや テらツよ ペヤバわヨャや るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエわャ るらィヲわジヨャや

ハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ リョるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴャま るΒヤエヨャや れゅ  ユヨわヨャやヱ ウボレヨャや

や ラヱぽゼャや ゲΑコヱ リΒよ ポゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャ14 

 ゲらヨプヲル2017 ) ヵヱゅジΑ ヅゅボレャや リョ ヴルキأ モタゅェ パヲヤよヱ50 るトボル  モホΕや ヴヤハ ユΒΒボゎ ラやヲレバよ

 やキΕや. ポゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ ヮΒヤハ ソヲダレヨャや れゅィケギャや ユヤシ ょジェء 

  るヘドヲヨャや:خゅダئや れやギハゅジヨャや ゾإゲΒビ るΒャゅヨィ  - أ

  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴヤハ ネコヲゎヲョ ザΒΑゅボョ サゅシأ ヴヤハるΒハヲッ  るプゅミ リΒよ りやヱゅジヨャや リヨツゎ

( るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャやヵケゅΒバョ ょジェ  ノョ  ラゅムジャや キギハヱ るΒئゅらイャや るホゅトャや キゅヨわハΗゅよ モΑギバゎ ءやゲィま

ヴヤハ .) るΑヲヰイャや るΒヨレわャや れやゲشぽョ 
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  るらジル モんヨゎ50 ゅヰレョ %ヶシゅシأや テジボャや  るハゅヨイャや  りギئゅヘャ ゅΑヲレシ ゾダガヨャや ペエわジヨャや )ヵギハゅボャや(

 .ゅヰバΑケゅゼョ モΑヲヨわャ るΒヤエヨャや 

 Θャ ヅゲわゼΑ ゅヰレョ ヶシゅシΕや テジボャゅよ ネゅヘわル. るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシΗや ペΒボエゎ 

 ( ゅヰレョ ヶルゅんャや ءゴイャや モんヨΑ50 )%ヵゴΒヘエわャや テジボャや  ،ゅヰバΑケゅゼョ モΑヲヨわャ るΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ メヲّガヨャや

 ヮよ ネゅヘわルΘャ ヅゲわゼΑヱヴルキأ ンヲわジョ ゅヰビヲヤよ  ءやキأや リョΕや ヴヤハ モホ. 

 アョゲらヨャや るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ノΑケゅゼョ モΑヲヨわャ るダダガョ  るΒャやヲヨャや  るレジャや メΚカ ゅワコゅイルま るよケゅボョ ペプヱ

     .るΒミケゅゼゎ 

        キギّエΑヱ  ヶャやヲヨャや メヱギイャや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギئゅヘャ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや ノΑコヲわャ ょジレャや

 やキΕや ユΒΒボゎヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ヴヤハ キゅヨわハΗゅよ ゅヰバΑケゅゼョ モΑヲヨわャء .
 

ゆ -  や ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ノΑコヲゎ ょジルるヘドヲヨャ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴヤハ 
 ) やキΕや ユΒΒボゎヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや キゅヨわハみよء(  

 

 りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإや るレシ
るヘドヲヨャや ゲΒビ 

ペΒボエわよ るトらゎゲヨャや るらジレャや 
 るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや  るトらゎゲヨャや るらジレャやよءやキأや ユΒΒボわ 

2021 50% ヵ5%  ソヲダレヨャや れゅィケギャや ユヤシ ケゅらわハや ノョ
ゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ ヮΒヤハポ 

2022 50% ヵ5%  ソヲダレヨャや れゅィケギャや ユヤシ ケゅらわハや ノョ
ポゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ ヮΒヤハ 

 

 

           ゅヨミ ユゎ ケやゲホま  りギハゅジヨャや ウレョ リΒよ モダヘャやヱャや モΑヲヨゎ ヶプ チゲボるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ノΑケゅゼョ  ノョ

 るΑゲエャや ポゲゎゅヰャ キケやヲョ るゃらバわャゅワ  モΑヲヨわャ るェゅわヨャや るΒャゅヨャやΗゅよ るΑヲヨレわャや ゅヰバΑケゅゼョ ゅヰゎゅィゅΒわェま ヴヤハ キゅヨわハ

ャや るΑヲヨレわャやるΒボΒボエ  ヴヤハ るヌプゅエヨャや ノョ،るΒャゅヨャや ゅヰゎゅルコやヲゎ أギらヨャ ゅジΑゲムゎ マャクヱ  ّエャや ゲΒよギわャや ゲネΚトッやヱ 

るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ポゲエヨャや ケヱギよ  るΒヤエヨャや るΒヨレわヤャ ヶシゅシΕや マΑゲゼゎ リヨツゎ るΒミケゅゼゎ るよケゅボョ キゅヨわハみよ

 るΑヲヨレわャや れゅΑヲャヱΕや テらッヱ キやギハま ヶプ リヅやヲヨャやヴヤハ  ヶヤエヨャや ンヲわジヨャや ゅボプヱャギャや ロゲホأ ゅヨケヲわシ ギΑギイャや  ヶプ

 るΒヤエヨャや るトヤジャや ゆゅよ. 

            ゲΒよギわャや أギらョ ユΒジイわャヱ  ،ギΑギイャや ケヲわシギャゅよ ケゲボヨャや ゲّエャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャヲゎ

 るレシ リョ るΑやギよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや2016  ゲΒビ るΒャゅヨィΗや りギハゅジヨャや ヒヤらヨよ るΒヤエョ るハゅヨィ モミ ュΚハま ゅΑヲレシ

ラやヲレバよ ゅヰゎギئゅヘャ ゅヰダΒダガゎ ユわΑ ヶわャや るヘドヲヨャや  ゅヰイョゅルゲよ キやギハま リョ ゅヰレΒムヨわャ マャクヱ ،るΒャやヲヨャや るレジャや

 るハゅヨイャや ءゅヘΒわシみよ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや キゅレシま テよケ ユゎ ギボプ チゲピヤャヱ ،ヵヲレジャや ヵケゅヨんわシΗや
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 リジェ ラゅヨツャ マャクヱ ،ءやキΖャ モボわジョヱ ヵヲレシ ユΒΒボわャ ゅヰハヲツカヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るΒヤエヨャや

るΒョヲヨバャや れΚΑヲヨわャや メゅヨバわシま ヶプ フゲダわャや  モダヘャや (10 )ケヲミグヨャや ゲョΕや リョ . 

          ゅヨミ  モダヘャや ヴツわホま11 ゲョΕや リョ  キギハ3505  ヶプ ォケぽヨャや30  ゲらヨわらシ2014 リョ るΑやギよ ヮルأ ،

 ّΒェ ヮャヲカキ リョ るんャゅんャや るレジャや( ペΒらトわャや ゴ2017 るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキΕ モボわジョヱ ヵヲレシ ユΒΒボゎ ギヨわバΒシ )

Αゅボヨャ ゅボらヅ  マャグャ るヤワぽヨャや るΒョヲヨバャや モミゅΒヰャや ヮΑゲイゎ ザΒ ユゎトらッゅヰ ャや ヴツわボヨよ ケやゲボャや ポゲわゼヨリΒよ  ゲΑコヱ

ャやるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼ るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ  ヶプ ォケぽヨャや25  ゲらヨジΑキ2018 モダヘャゅよ ゅヰΒヤハ ソヲダレヨャや11  リョ

 キギハ ゲョΕや3505  るレジャ2014  ヶプ ォケぽヨャや30  ゲらヨわらシ2014 ،チゲピヤャヱ  ケやゲホま ユゎ3  れΙゅイョヱ12 

サゅΒボョ ،るョゅルコゲャゅよ るボヤバわヨャや ょルやヲイャや モミ モΒダヘゎ ノョ  ゅヰャゅィآヱ ゅヰゎやءやゲィまヱ ゅヰヤェやゲョヱ ءやキΕや ユΒΒボわャ るΑヲレジャや

ョ マャグミヱ ،ゅヰわヘャゅガョ リハ るらゎゲわヨャや ケゅثΓやヱザΒΑゅボ  やグワ リヨッ ゅヰトΒボレゎ ュゅヌルヱ ゅワキゅヨわハま れやケゲらョヱ ءやキΕや

. ヶヤヨバャや モΒャギャや 

     ケギイゎヱ ( るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ケゅΒわカま ユゎ ヮルأ ،りケゅشΗやCGSP )ハみよـ モムΒワ ゅワケゅらわ

 ユΒΒボゎ モボわジョ( アョやゲらャやヱ ノΑケゅゼヨャや ユΒΒボゎヱ ペΒホギゎ ケゅヅま ヶプ るョヲムエャや るシゅئケ モらホ リョ チゲピヤャ ヮヘΒヤムゎ ユゎ

ヶィケゅガャや ラヱゅバわャや ケゅヅま ヶプ るャヲヨヨャや) ،るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキΕ モボわジヨャやヱ ヵヲレジャや ユΒΒボわャや るヨヰョ ヴャヲわわャ ،

 キギハ ゲョΕや ュゅムェΕ ゅボプヱ マャクヱ3232  るレジャ2013  ヶプ ォケぽヨャや12  れヱ2013أ  モダヘャや るタゅカヱ2 ョヮレ. 

  

2- るヘドヲヨャや れやギハゅジヨャやャ るダّダガョ : リョ ّギエヤャ るΒらバゼャや ءゅΒェΕや リョ キギバよ るΒシゅシΕや るΒレらャや ゲΒプヲわ

 ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ゅヰボΒボエゎ ギバよ るΒレバヨャや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギئゅヘャ ギレジゎヱ ،ヵヲヰイャや れヱゅヘわャや

. テボプ るらィヲわジヨャや 

III- ョヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャやザΒΑゅボ  ユΒΒボゎ:ءやキأや 
 

1- らィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャやる :  

       ゅボらヅ  モダヘャや リョ るΒルゅんャや りゲボヘャや ュゅムェΕ10  キギハ ゲョΕや リョ3505  るレジャ2014  ヶプ ォケぽヨャや30 

 ゲらヨわらシ2014  チヱゲボャや ベヱギレタ るトシやヲよ れやギハゅジヨャや ウレョヱ チヱゲボャや キゅレシま ヅヱゲش テらツよ ペヤバわヨャや

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ ،ヱ ポゲわゼヨャや ケやゲボャやリΒよ  ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るΒヤカやギャや ゲΑコヱ13 るΒヤΑヲィ

2015  ペヤバわヨャや チヱゲボャや ベヱギレタ リョ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエわャ るらィヲわジヨャや  ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや テらツよ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴャま るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ  るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヱ ケやゲボよ ユヨわヨャやヱ ウボレヨャや

 ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ14  ゲらヨプヲル2017 ユゎ ،ケやゲホま ( るジヨカ5) ジョ ゅΒルキ ヅヱゲش るらィヲわ モΑヲエわャ

 りギハゅジヨャやャや りギئゅヘャ るャヱギャや モらホ リョ ゅΑヲレシ りキヲタゲヨャやるΒヤエヨャや るハゅヨイ ヶワヱ ،ヶレョゴャや モジヤジわャや ょジェ るらゎゲョ 
 ヶヤΑ ゅヨミ : 
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- ョるホキゅダ  ザヤイョるΒヤエヨャや るハゅヨイャや  ヴヤハるΒルやゴΒョ ネヱゲゼョ Ηや るレシダホأ モィأ ヶプ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルロゅ31 

.ゅヰボらジゎ ヶわャや るレジャや リョ ゲらヨジΑキ 

-  りゅプやヲョガヨャや フやゲشΗや るトヤシるダわ るΒャゅヨャや れゅよゅジエャゅよ  リΒわレジよ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΙや るレシ ペらジゎ ヶわャや るレジヤャ

 ロゅダホأ モィأ ヶプ ラやヲィ ゲヰش ヴプヲョゅヰΒヤゎ ヶわャや るレジャや リョ . 

-  ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョヵヲレジャや アョゅルゲらャや ケゅヨんわシΘャ  りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ ّギバヨャや  ペプヱ

るΒミケゅゼわャや るΒイヰレヨャや  ロゅダホأ モィأ ヶプ31 リョ ゲらヨジΑキ .ゅヰボらジゎ ヶわャや るレジャや 

- るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや ュやゲよΗ ヵヲレジャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや ケゅヰشま  るةハゅヨイャや モらホ リョ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΙや るレジャ

ャ ヶレヅヲャや ギタゲヨャや ノホヲョ ヴヤハ るΒヤエヨャや ロゅダホأ モィأ ヶプ るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤ15.るレジャや ザヘル リョ ヶヘルゅィ 

-  ヴヤハ るΒレバヨャや るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョヶわャや るΒホゅヘゎΗや ツゎゅヰゎゅΒャヱぽةジョ テら  ヶةプ るةヤんヨヨャや るةャヱギャや ノةョ

 ロゅةダホأ モةィأ ヶةプ りギハゅةジヨャゅよ ネゅヘわルΙや ラやヲレバよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ31  ゲらヨةジΑキ

ゅヰボらジゎ ヶわャや るレジャや リョ. 

 

2-  ユΒΒボゎءやキأや:  

         Αモヨゼ  ユΒΒボゎ ュゅヌルءやキأ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ّツヨャや モΒャギャや やグヰよ リヨゐاを れاゅイョ (3 )ヱ ゲゼハ ヶレثや

(12  )ユΒΒボゎ サゅΒボョ ءやキأ ،  モムャ メヲّガΑヱるΒヤエョ るハゅヨィ ョまΗや るΒルゅムよ ネゅヘわル リョ モミ ヱأ るらジレャや ヵゴΒヘエわャや テジボ

ヨャや ケやギボョ リョるヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジ  るトΑゲش ،ヵヱゅジΑ キやギハΕや リョ ヴルキأ モタゅェ ゅヰビヲヤよ ベヲヘΑ ヱأ 

50  ، るトボルエΑヱ ّギャや メヱギイャや キヶャやヲヨ ョヱ れΙゅイョザΒΑゅボ  りギヨわバヨャや ءやキΕや ユΒΒボゎ ゅヰレョ モムャ ヴダホΕや キギバャやヱ: 

 

           ネゅヘわルإャ ( るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや リョ ヶシゅシΕや テジボャゅよ50%  るΑゅピャ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ヴヤハ リΒバわΑ ،)

ゅらثま れゅヰئゅヘΒわシや  ،りケヲミグヨャや るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレダャ ヵヲヰイャや ネゲヘャや りゅプやヲョ

 るΒヤエヨャやゲヌレャゅよ ヮャ るバィやゲャやィأ ヶプ ロゅダホأ モ15 ブヤヨよ るレシ モミ リョ ヶヘルゅィ : るΒャゅわャや ペئゅثヲャや リヨツわΑ 

- シ るΒルやゴΒョ ネヱゲゼョ ヴヤハ るボプやヲヨャや ソヲダガよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギョ リョ ラヲヨツョ ネゅヘわルΗや るレ.りギハゅジヨャゅよ 

-  ヴャま るΒャゅヨャや れゅよゅジエャや るャゅェま るボΒثヱ リョ るガジルるダわガヨャや フやゲشΗや るトヤシ  るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギョ ラヲヨツヨよ るよヲエダョ

. れゅよゅジエャや ログワ ヴヤハ るホキゅダヨャや メヲェ るΒヤエヨャや 

- ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ヴヤハ るホキゅダヨャや ソヲダガよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギョ リョ ラヲヨツョ ケゅヨんわシΘャ ゅよヲエダョ ガジレよ る

. ロキやギハま ギレハ るΒミケゅゼわャや るよケゅボヨャや キゅヨわハま れゅゎゅらثみよヱ アョゅルゲらャや やグワ リョ 

-  ュやゲよΗ  ヵヲレジャや ヵゲΑギボわャや ゅヰトトガョ ケゅヰشみよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ュゅΒホ ろらんΑ るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヶレヅヲャや ノホヲヨャや リョ ァゲガわジョ

.れゅボヘダャや 

-  りゅツヨョ ケやゲボャや やグワ リョ メヱΕや モダヘャゅよ ゅヰΒヤハ ソヲダレヨャや るΒホゅヘゎΗや リョ るΒヤタأ るガジルるΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザΒئケ モらホ リョ .  

  .ゅヰΒヤハ るホキゅダヨャや ソヲダガよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギヨよ るよヲエダョヱ 
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 れاゅイョヱ ザΒΑゅボョΒボゎΒ ユらャや ءやキأれゅΑギヤ  ンヲダボャや キやギハأやヱ 
 
 

ャや / メゅイヨャやサゅΒボヨ  キギバャや
ヴダホأや 

 ネヲヨイョ
メゅイヨャや 

ヨャやメゅイ  : メヱأやりやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ  
サゅΒボヨャや 1  :ヵギヤらャや ケゅヨんわシΗや アョゅルゲらャ ヶャゅヨャや コゅイルΗや 10 

34 
サゅΒボヨャや 2: るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボわャや テトガヨャや グΒヘレゎ 8 
サゅΒボヨャや 3: わャや ヶثΚんャや テトガヨャや グΒヘレゎるルゅΒダヤャ ヵゲΑギボ 7 
サゅΒボヨャや 4: るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ るΑギヤらャや キヲヰイョ 9 

るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや : ヶルゅんャや メゅイヨャや 

サゅΒボヨャや 1  :ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハま ヶプ リΒレヅやヲヨャや るミケゅゼョ 8 

34 
サゅΒボヨャや 2: るΑギヤらャや ペئゅثヲャや ヴャま クゅヘレャや  7 
サゅΒボヨャや 3: ンヱゅムゼャや るイャゅバョ  ロゅダホأ モィأ ヶプ21 ヲΑュ  10 

サゅΒボヨャや 4:  ュやゲわェやΗや ペΒらトゎるΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや れやءやゲィ 9 

Βジエゎ :ゑャゅんャや メゅイヨャやリ キケやヲヨャや 
サゅΒボヨャや 1: や フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ザムバΑ ノΒッやヲヨャ

ほش ヶプ ろヤイシ ヶわャや ケヱゅエヨャやヱ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ ゾئゅボル ゅヰル

 モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱるヨムエョ ャや れゅらシゅエヨ 
7 

32 サゅΒボヨャや 2:  るタゅカ るΑゲゼらャや キケやヲヨャや ヶプ ゅヰボΒらトゎヱ フゲダわャや れやヱキأ キゅヨわハや

 れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ ヵゲΑギボゎ テトガョ ノッヱ ゅヰレョ 7 

サゅΒボヨャや 3: ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや るΒバッヱ るΑヲジゎ 8 
 サゅΒボヨャや4: るダヤガわジヨャや るΒゎやグャや キケやヲヨャや ケヲトゎ 10 

 ュゅバャや ネヲヨイヨャや 100 
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ヨャ ヶヘΒャأゎ メヱギィユΒΒボゎ ザΒΑゅボ  ンヲダボャや キやギハأやヱ ءやキأや 
 
 
 

メゅイヨャや I:   りやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ              キギハ
ヅゅボレャや メゅイヨャや II:  るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや 

 キギハ
ヅゅボレャや メゅイヨャや III: キケやヲヨャや リΒジエゎ 

 キギハ
ヅゅボレャや 

1.1 
サゅΒボヨャや.1 1:  アョゅルゲらャ ヶャゅヨャや コゅイルΗや

ヵギヤらャや ケゅヨんわシΗや  
10 2.1 

 サゅΒボヨャや1.2 キやギハま ヶプ リΒレヅやヲヨャや るミケゅゼョ :

ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや 
8 1.3 

 サゅΒボヨャや1.3 ノΒッやヲヨャや フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ザムバΑ:

ヶプ ろヤイシ ヶわャや ケヱゅエヨャやヱ شゅボル ゅヰルほئやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ ゾء 

 モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱるヨムエョ れゅらシゅエヨャや 
7 

2.1 
ゅΒボヨャや サ2.1  ヵゲΑギボわャや テトガヨャや グΒヘレゎ:

るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ 
8 2.2  サゅΒボヨャや2.2るΑギヤらャや ペئゅثヲャや ヴャま クゅヘレャや : 7 32. 

 サゅΒボヨャや2.3 るΑゲゼらャや キケやヲヨャや ヶプ ゅヰボΒらトゎヱ フゲダわャや れやヱキأ キゅヨわハや :

 れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ ヵゲΑギボゎ テトガョ ノッヱ ゅヰレョ るタゅカヱ 7 

3.1 
 サゅΒボヨャや3.1 ヶثΚんャや テトガヨャや グΒヘレゎ :

ダヤャ ヵゲΑギボわャやるルゅΒ 
7 3.2 

 サゅΒボヨャや3.2ンヱゅムゼャや るイャゅバョ :  ロゅダホأ モィأ ヶプ

21 ュヲΑ 
10 3.3  サゅΒボヨャや3.3ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや るΒバッヱ るΑヲジゎ : 8 

4.1 
 サゅΒボヨャや4.1 メゅイョ ヶプ るΑギヤらャや キヲヰイョ :

るプゅヌレャや 
9 4.2 

 サゅΒボヨャや4.2 :や ペΒらトゎ ュやゲわェや Η るΒゃΒらャや れやءやゲィ

るΒハゅヨわィΗやヱ 
9 4.3  サゅΒボヨャや4.3: るダヤガわジヨャや るΒゎやグャや キケやヲヨャや ケヲトゎ 10 

ヴダホأや キギバャや 34 ヴダホأや キギバャや 34                                     ヴダホأや キギバャや 32 
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 VI- ヨャや フやゲヅأやるΒレバ よ ユΒΒボわ ءやキأるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ゅワケやヱキأヱ :  

          モヨゼゎ  ءやキΕや ユΒΒボゎ るΒヤヨハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャゅよ ゲィまヱ ゅヰヤェやゲョ ブヤわガヨよ りّギハ りギェやヲャや るレジャや メΚカ ゅヰゎやءや

 : ヮルゅΒよ ヶヤΑ ゅヨミ るΑケやキま モミゅΒワ 

 

1 - るョヲムエャや るシゅئケ  : るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ : ゅヰゎΙヲヨゼョ リヨッ モカギΑヱ : 

やキΕ ヵヲレジャや ユΒΒボわャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  るヨヌレヨャや るΒルヲルゅボャや ソヲダレヤャ ゅボらヅ Κボわジョ ゅΑケやキま ΚムΒワ ゅヰヘタヲよء やゲィまャやء  -

( ゅヰャダヘャや モ2  リョ キギハ ゲョΕや3232  るレジャ2013  ヶプ ォケぽヨャや12  れヱ2013أ) キギハ ゲョΕや ュゅムェΕヱ ،3505 

 るレジャ2014  ヶプ  ォケぽヨャや30  ゲらヨわらシ2014  ベヱギレタ るトシやヲよ れやギハゅジヨャや ウレョヱ チヱゲボャや キゅレシみよ ペヤバわヨャや

 チヱゲボャや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱるタゅカヱ  モダヘャや11 ヮレョ . 

-  ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや キやギハまゅよ ءやキΕやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ  るΒئゅヰレャや キやギハΕや (ヱヱ れゅヌェΚヨャや ) れゅΒタヲわャや

 ヮわャゅェまヱ ゅワケヱギよ ヶわャやヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ ヴャまケゅヌルأ ヴヤハ ヮッゲバよ ュヲボゎ  るΑケやコヲャや るレイヤャや るヘヤムヨャや

 るバよゅわヨよ グΒヘレゎ  るΒヤエヨャや るヨミヲエャやヱ るΑゲツエャや るΒヨレわャや アョゅルゲよヮルほش ヶプ メヱやギわヤャヱ ،ゲわホま ءゅツわホΗや ギレハ ヶプ モΑギバわャや ゥや

ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ . テΒボレわャや ュゅヌルヱ ءやキΕや  

2-  りケやコヱるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや   :ヱョ リヨッ モカギΑゅヰョゅヰ  : 

  . やゲィま ヶプャや ユΒΒボわヵヲレジャやء やキΕや ユΒΒボわャ ヶヤヨバャや モΒャギャや キやギハま ヱヱ ヮヌヘェ ヮバΑコヲゎや ヴヤハ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ ロキゅヨわハΗء -

-  ヨャや モئゅジヨャや モミ ソヲダガよ れゅΑギヤらャや ノョ ペΒジレわャやわメゅダゎΗや るトボル ( ءやキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌレよ るボヤバ) . 

- ョキやギハまヱ マジ  ゲッゅエョ れゅジヤィ モヨハ るレイヤャやヶプ ゅヰャヱやギゎ るらシゅレヨよ るΑケやコヲャや  ءやキΕや ユΒΒボわよ ソゅガャや ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや

ャゅよるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ホゲャや るゃΒワ モらホ リョ ギّバヨャやるΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅ.                

3- ヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタるΒヤエヨャや れゅハゅ: ヱ: ヮョゅヰョ リヨッ モカギΑ 

-  ろらんわャや るΑヲヰイャや ヮハヱゲプ ゲらハャや ءゅヘΒわシま リョるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΘャ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ

 るΑヲレジャやホ リョ ゅヰャ りキヲタゲヨャや るャヱギャや モら (りギハゅジヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビヱ るヘドヲヨャや)، ャ ゅボらヅ ゲΑコヱ ケやゲボ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや

ぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ ヶプ ォケ14  ゲらヨプヲル2017 ヱ るΒヤカやギャや ゲΑコヱ ケやゲホ ュゅヨゎまヱ ウΒボレわよ ペヤバわヨャや ゲΑコヱ  るΒャゅヨャや

 ヶプ ォケぽヨャや13  るΒヤΑヲィ2015 ペヤバわヨャや  ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや テらツよ リョ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエわャ るらィヲわジヨャや

. るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヴャま るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ  

-  テらッャやケやギボヨ ヨヤャ ヵヲレジャやハゅジりギ  ゲΒビ るΑヲレジャや るヘドヲヨャや りキヲタゲヨャや りギئゅヘャるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  るャヱギャや モらホ リョ

 ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るΒヤカやギャや ゲΑコヱ ケやゲボよ るレヨツヨャや ノΑコヲわャや ザΒΑゅボョ ヴヤハ やキゅヨわハま3  れヱ2015أ . 

- や りギئゅヘャ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎ るΒヤエヨャや るハゅヨイャヅヱゲゼヤャ るよゅイわシΗや アئゅわル ヴヤハ やキゅヨわハま  ゅΒルギャや

るらィヲわジヨャや  るΒئゅヰレャや アئゅわレャや ءヲッ ヴヤハヱءやキΕや ユΒΒボわャ . 
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4- るΑゴミゲョاャや ユハキヱ リΑヲムわャや ゴミゲョ  ::ヮョゅヰョ リヨッ モカギΑヱ 
- . れゅΑギヤらャや ءやキأ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボヨよ ブΑゲバわヤャ るΒレバヨャや れゅΑギヤらャや りギئゅヘャ るΒレΑヲムゎ れやケヱキ ユΒヌレゎ 

- ギヤらャや ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャや アئゅわル チゲバャ れゅΒボわヤョ ユΒヌレゎ. ヵ 

 - . れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ るΑゲΑギボわャや れゅトトガヨャやヱ ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キやギハま ヶプ れゅΑギヤらャや るボプやゲョ 

5- ャや るハゅヨイるΒヤエヨャや:  リヨッ モカギΑヱゅヰョゅヰョ: 
-  キやギハまブヤョ  ءやキΕや ユΒΒボゎ ヵヲレジャや ヮわャゅェまヱまメゅィΓや ヶプ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ヴャ  (ロゅダホأ モィأ ヶプ 

15  モΑゲプأ るレシ モミ リョ). 

- るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや، わシま るトΑゲشΒ ゅワءゅヘヤャるらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼ،  モタゅェ パヲヤよヱ ヶよゅイΑま

 ロケギホ50  ءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ モホΕや ヴヤハ るトボル ポゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ ヮΒャま ケゅゼヨャや れゅィケギャや ユヤシ ょジェ ゅΒらシゅレゎ ノヘわレわャ

ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヲャ 25  ゲらヨジΑキ2018. 

6- るΑケやコヲャや るレイヤャや: ゅヰわよゅわミ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ ヴャヲわゎ  るΒョヲヨバャや モミゅΒヰャやヱ れやケやコヲャや リョ ょミゲわゎヱ

: るΒャゅわャや 

- ( るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ リハ リΒヤんヨョ/ ヵゴミゲョΚャや ケゅジヨャや るボプやゲョヱ フやゲゼわシΘャ るョゅバャや るゃΒヰャや りケやキΗや

ゅイヨャやヱ るΑギヤらャや アョやゲらヤャ るョゅバャや /るΒヤエヨャや るΒャゅヨャや るヨミヲェヱ キケやヲヨヤャ るョゅバャや りケやキΗや/ ユΒャゅホΕや ザャゅイョヱ るΑヲヰイャや ザャ

)ヶャヱギャや ヵゴミゲョΚャや ラヱゅバわャやヱ るΒィケゅガャや れゅホΚバヤャ るョゅバャや りケやキΗや /るΒャゅヨャやヱ るΑケやキΗや ラヱぽゼヤャ るョゅバャや りケやキΗや 

- るΒャゅヨャや りギェヱヱ るャヱギャや るΒルやゴΒョ ヶプ フゲダわヤャ るョゅバャや るゃΒヰャや ( るΒャゅヨャや りケやコヱ リハ リΒヤんヨョ .) るΒヤエヨャや 

- ヶャヱギャや ラヱゅバわャやヱ ケゅヨんわシΗやヱ るΒヨレわャや りケやコヱ リハ モんヨョ るΒョヲヨバャや ノΑケゅゼヨャや コゅイルま るバよゅわョヱ ペΒジレわヤャ るョゅバャや りケやキΗや(

)フやゲヅΕや キギバわョ ラヱゅバわヤャ るョゅバャや りケやキΗや / るΑヲヰイャや アョやゲらャやヱ. 

- ヶルやゲヨバャや ギΑギイわャやヱ ょΑグヰわャや るャゅミヱ リハ モんヨョ 

- ゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ リハ モんヨョ るΒヤエヨャや れ 

- るΑゴミゲョΚャや ユハキヱ リΑヲムわャや ゴミゲョ リハ モんヨョ 

ヱ ュゅΒボャや ヴャヲわゎよـــــ: 

-  るバよゅわョ グΒヘレゎ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイヤャ るΑケゅヨんわシΗや アョやゲらャや. 

-  ヴヤハ るホキゅダヨャやギハゅジヨャや ゆゅジわェま アئゅわルれや  るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギئゅヘャ るャヱギャや モらホ リョ りキヲタゲヨャや れゅハゅヨイャや

. るΒヤエヨャや 

-  メヱやギわャやソヲダガよ ゲΑゲボわャや  ヵヲレジャや ヶئゅヰレャやャ ユΒΒボわ ءやキأャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  ギّバヨャや ) れゅΒタヲわャやヱ るΒئゅヰレャや キやギハΕや(

 るゃΒワ モらホ リョるΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや . 

 ゅツわホΗや ギレハョ (ザΒΑゅボ . ロゲΑヲトゎ ギダホ ) テΒボレわャや ュゅヌルヱ ユΒΒボわャやء やキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌル ヶプ モΑギバわャや ゥやゲわホまء  -
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 ヶヘΒャأゎ メヱギィるΑケやキإや モミゅΒヰャや ヶプ  ユΒΒボわよ るΒレバヨャや ءやキأるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヱゅワケヱキ 
ヵケやキإや モムΒヰャや ャやـヨــــــュゅヰ 

 るΑケやコヲャや るレイヤャや 

  .テΒボレわャや ュゅヌル( やキΕや ユΒΒボわャ ヶヤヨバャや モΒャギャや モΑギバゎ れゅェゲわボョ ヴヤハ るホキゅダヨャやモΑギバゎء )  -
 ゅヰレャや ゲΑゲボわャや ソヲダガよ メヱやギわャや ّバヨャや. るゃΒヰャや モらホ リョ ギئやキΕや ユΒΒボわャ ヶء  -
-  るホキゅダヨャやアئゅわル ヴヤハ ャや ءゅヘΒわシまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  モΑヲエわよ ラクΗやヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ

ゅヰゎギئゅヘャ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや. 

 るよゅホゲャや るゃΒワ
 ウャゅダヨヤャ るョゅバャや

るΒョヲヨバャや 

-  ブヤムّヨャや モボわジヨャや ヵケやキΗや モムΒヰャやリョ ئケるシゅ  るョヲムエャや ءやキΕ ヵヲレジャや ユΒΒボわャゅよ れゅハゅヨイャや
るΒヤエヨャや . 

-  テらッ ユΒΒボゎ ラやヲレバよ るΑヲャヱΕや キやギハΕや  ヴヤハ キゅヨわハΗゅよ ءやキΕやブヤョ ユΒΒボわャや . 
-  リョ るレّΒハ ヴヤハ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  りキケやヲャや れゅΒトバヨャや るエタ リョ ろらんわヤャ
よブヤヨ  ユΒΒボわャや. 
- ヤャ りギレジヨャや るΑヲャヱΕや キやギハΕや るャゅェまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィま ギバよ ( )ヴャま  りケやコヱ

るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ュΚハΗ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ュΚハま ノョ (るΑケやコヲャや るレイヤャや).   
-   モらホ リョ りケキゅダャや るバィやゲヨャや れゅヘヤョ るシやケキるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや るΒャヱΕや キやギハΕや ウΒエダわャ ゅヰΒプ ろّらャやヱ.   

-   キやギハま れゅΒタヲわャやヱ れゅヌェΚヨャやヱ るΒئゅヰレャや キやギハΕや( ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや
 アئゅわルヱヶئゅヰレャや ペΒホギわャや ヮわャゅェまヱ ) ペΑゲヅ リハるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ ヴャま  るレイヤャや

 るらシゅレヨャや れやءやゲィΗや クゅガゎまヱ ヮルほش ヶプ メヱやギわヤャ るΑケやコヲャや. 

 ラヱぽゼャや りケやコヱ
るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや 

-  ヴヤハ ヮバΑコヲゎヱ ヮヌヘェヱ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヶヤヨバャや モΒャギャや キやギハま るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヶプ ロキゅヨわハΗ
ユΒΒボわャや ،ヵヲレジャや  ءゅツわホΗや ギレハ ヮわバィやゲョヱボル (Ηや るトゎダゅメ).  

- ャや ュΚハまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ( ءやキΕや ユΒΒボゎ るΒヤヨハ ベΚトルみよ ヴプヲョ モらホ )るレシ モミ リョ ヵゲヘΒプ ゲヰش. 
-  ユΒΒボゎ ソヲダガよ るΑケやコヲャや るレイヤャや モヨハ れゅジヤィ ゲッゅエョ キやギハまヱ マジョءやキأ.るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや 

 チヱゲボャや ベヱギレタ
 りギハゅジョヱ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや 

- ャや ءゅヘΒわシま リョ ろらんわャやるΒヤエヨャや るハゅヨイ ゼヤャわルΘャ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャゅよ ネゅヘ
りキヲタゲヨャや  るャヱギャや モらホ リョ ゅヰャ. 

-  るダダガヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョ ゆゅジわェまヤャるΒヤエヨャや るハゅヨイ  ゅヰヤΑヲエゎヱ
ゅヰゎギئゅヘャ  るΒئゅヰレャや アئゅわレャや ءヲッ ヴヤハヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシΗや アئゅわル ヴヤハ やキゅヨわハま

  .やキΕや ユΒΒボわャء

 リΑヲムわャや ゴミゲョ
るΑゴミゲョاャや ユハキヱ 

- . れゅΑギヤらャや ءやキأ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボヨよ ブΑゲバわヤャ るΒレバヨャや れゅΑギヤらャや りギئゅヘャ るΒレΑヲムゎ れやケヱキ ユΒヌレゎ 

- . ヵギヤらャや ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャや アئゅわル チゲバャ れゅΒボわヤョ ユΒヌレゎ 

-  リヰヨヤャ るΑゲΑギボわャや れゅトトガヨャやヱ ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キやギハま ヶプ れゅΑギヤらャや るボプやゲョ
ヱ. れやءゅヘムャや 

 るΒヤエヨャや るハゅヨイャや 

- ハまـりギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΘャ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシΗや ブヤョ キやギ  るヘドヲヨャや( るΑヲレジャや
るヘドヲヨャや ゲΒビヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま ヮわャゅェまヱ )るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ  モィأ ヶプ (

 ロゅダホ15أ . ) るレシ モミ リョ ヶヘルゅィ 
- ャや るゃΒワ ヴャま ヮわャゅェまヱ ءやキΕや ユΒΒボゎ ブヤョ キやギハまホゲ( るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅ モィأ ヶプ

 ロゅダホ15أ モΑゲプأ るレシ モミ リョ.) 
- ゲョや. ヮョゅヰョ ゲΒΒジゎヱ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒヰャ ノよゅわャや モヨバャや ペΑゲプ るボプ 
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V-  モェやゲョ るΒヤヨハ れやءやゲィまヱ ユΒΒボゎ ءやキأるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや : ヶャゅわャゅミ ヶワヱ : 

          * ャ ヵキゅヨャや キやギハΗやャや るΒヤヨバ ユΒΒボわジャや ヵヲレءやキΕ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや                                                    

         * ャや ュΚハまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ Εや ユΒΒボゎ るΒヤヨハ ベΚトルみよءやキ  

          *  るャゅェまブヤョ  ユΒΒボゎ ءやキΕやヴャま  るゃΒワるΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや                                             

         *  るシやケキブヤョ るΒャヱΕや キやギハΕや キゅレシまヱ ユΒΒボわャや   (ヵギレわジヨャや ユΒΒボわャや)  

  やキΕや ユΒΒボゎ リョ るレّΒハ ヴヤハ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ペΒホギわャや (ヶルやギΒヨャや)ء  *         

                                                    るΒャヱΕや キやギハΕゅよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ュΚハま*                                      

          * ョ ユΑギボゎょャゅト  るバィやゲョ るΒャヱΕや キやギハΕや ّろらャやヱ                                          ゅヰΒプ 

          * ゲΑゲボわャや キやギハまヱ るΒئゅヰレャや キやギハΗや キゅレシま ヵヲレジャや よ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヶئゅヰレャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャゅ   

                                                                                                                                        

 やإや ユΒΒボわャ ヵキゅヨャや キやギハأやキء :    -1
 

         ゅワケゅらわハゅよ  ّヤムヨャや ヵケやキΗや モムΒヰャや ブフやゲشま ろエゎ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ  アョゅルゲよ グΒヘレゎ るバよゅわヨよ

ゲツエャや るΒヨレわャや ،るΒヤエヨャや るヨミヲエャやヱ るΑ るョゅバャや れゅヰィヲわヤャ ゅボプヱ リΒヤカギわヨャや るプゅミ リΒよ ペΒジレわャやヱやヱ りギヨわバヨャや るΒタヲダガャ

 ( チゲピャや ヶプゲホや ヶプ ォケぽヨャや るΒヤカやギャや ゲΑコヱ ギΒジャや ケ11  れヱ2015أ  ،) るΑケやコヲャや るレイヤャ リムヨΑءゅツわホΗや ギレハ 

まメゅカキ  モΑギバゎ ヶイΑケギゎゅよ ءやキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌル ヴヤハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ (ョ キギハボゎ ザΒΑゅボユΒΒ テΒボレわャや ュゅヌル ،ءやキΕや  )
 ヴヤハ やキゅヨわハまャや アئゅわレヤャ るΒئゅヰレャや ユΒΒボわよ るレヨツヨャやャゅボわ ゲΑゲئゅヰレャやヴ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒヰャ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ ،  ّΒバわΑヱ リ

ャや ュΚハまヱ ゅヰΒヤハ るホキゅダヨャやヱ ゅヰルほش ヶプ メヱやギわャやヱ モΑギバわャや れゅェゲわボョ チゲハ りケヲミグヨャや るレイヤャや ヴヤハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ 

ゅヰよ  ラΚハΗや モらホ マャクヱ るΒャやヲヨャや るレジャや リョ ヵゲヘΒプ ゲヰش メΚカ ユΒΒボわャや るΒヤヨハ ベΚトルま リハ. 
     

2- ャや ュاハまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ءやキأや ユΒΒボゎ るΒヤヨハ ベاトルみよ : 
 

             ヴャヲわゎ  るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ ゅΑヲレシや ュΚハま ヵゲヘΒプ ゲヰش メΚカるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ  ベΚトルみよ

 るΒヤヨハャや ユΒΒボわΖャ ヵヲレジャやءやキ  ،ユヰゎヲハキ ノョ  ネやギΑΗブヤョ  モィأ ヶプ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ンギャ ユΒΒボわャや

ュやゲわェま ゆヲィヲよ ユワゲΒミグゎヱ ،るレジャや ザヘル リョ آりゲヌわレヨャや れゅよヲボバャや ヶプΚゎヱ ،りキギエヨャや ネやギΑΗや メゅィ  أロゅダホ15 モΑゲプ أ

 ヶプ りケヲタま ネやギΑブヤョ  ギバよ ءやキΕや ユΒΒボゎ.メゅィΓや 

   るハキヲヨャや ユΒΒボわャや ょャゅトョ ゅよヲィヱ ノツガゎ ャや ょわムョ ンギャるョヲムエャや るシゅئゲャ ヵゴミゲヨャや テらツ  ネやギΑإや メゅィء آゅツボルま ギバよりキギエヨャや 
るΒャゅわャや れやءやゲィإャ  : 

 - ( ザヨカ ユダカ5 モィأ ギバよ るハキヲヨャや ょャゅトヨヤャ るらジレャゅよ ヅゅボル )15 . モΑゲプأ  
 - .ヵゅョ りゲビ モィأ ギバよ るハキヲヨャや ょャゅトヨヤャ るらジレャゅよ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや リョ ءゅダホΗや 
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3-ヱ キやギハま るャゅェま ユΒΒボゎ ブヤョ ءやキأやヴャま るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ : 
 

      ヴャヲわゎ や るΒヤエヨャや るハゅヨイャ ロゅダホأ モィأ ヶプ15 モΑゲプأ るレシ モミ リョ،  キやギハまブヤョ  ءやキΕや ユΒΒボゎヴャま ヮわャゅェまヱ  るゃΒワ

 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや ヴレジわΒャゅヰャ  ユΒΒボわャや るΒヤヨハ ءやゲィまヵギレわジヨャや ボプヱヱゅ ヤャるレヨツヨャや れゅΒトバヨ りケゅヨわシゅよ 

.ユΒΒボわャや 

        ヱΑラヲムわ ブヤョ ユΒΒボゎ  ءやキΕや リョ ょジェ ょヤトョ ァクヲヨルأΗや ネやギΑギヨわバヨャや  ، ザΒئケ モヨエわΑヱ るハゅヨイャや ザヤイョ

るΒヤエヨャや  るレヨツヨャや れゅΒトバヨャや るエّタ ソヲダガよ るΑケやキΗや るΒャヱぽジヨャやユΒΒボわャや ブヤヨよ . 

          ゅヨミΑ ギハゅジァクヲヨルأ  ネやギΑΗや るハゅヨイャやヤハ ،るΒヤエヨャやヴ  モミ るイャゅバョリョ サゅΒボョ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ ( ءやキΕや12 ヴヤハ )

ロّギェヱ ، ّレムヨΑ リョ ゅヰ ゲΒプヲゎるよゅィΗや ゲタゅレハ ヮよ るタゅガャや، ヱ モミ るΒシゅシΕや れゅΒトバヨャや るよヲヤトヨャや るΒヤヨバよ るヤダャや れやク

.ユΒΒボわャや 

4- るΒャヱأや キやギハأや キゅレシまヱ ユΒΒボわャや れゅヘヤョ るシやケキ:  
        ヴャヲわゎ  ،るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ メΚカゲヰشヵ ヵゅョヱ モΑゲプأ  るシやケキ るレジャや ザヘル リョ ブヤョ

ユΒΒボわャや メゅエヨャや  モらホ リョ ゅヰΒャまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ユΒΒボわャや (ヵギレわジヨャや  ،)ギレジゎヱハأ ゅワــ るΒャヱأ やキやギよキゅヨわハΗゅ  モΒャキ ヴヤハ

 モΒャギャや やグヰよ ペエヤヨャや テΒボレわャや ،ヱヨヤバゎゅヰ  ペΑゲヅ リハ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ るΒャヱΕや キやギハΕゅよゅヰャ りギレジヨャや  ギバよ

 るエّタ リョ ろらんわャややユΒΒボわャや れゅヘヤヨよ りキケやヲャや れゅΒトバヨャ . 

 

  ゴわャまやるΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ れゅョ : 

  ヵヲレジャや ユΒΒボわャゅよ ブヤムョ Κボわジョ ゅΑケやキま ΚムΒワ ゅヰヘタヲよ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ギヰバわゎ

やゲィまヱ(ョ るレّΒハ ヴヤハ れゅハゅヨイャや リء やキΕるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや よ るシやケギれゅヘヤョ ユΒΒボわャや  ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャやء 

 ) るΒヤエヨャや ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや キやギハまヱ.ヵヲレジャや ユΒΒボわャや るΒヤヨバャ    
 
 
 

5- ャゅよ ءやキأや ユΒΒボわャ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイ:  
 

       るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ヴャヲわゎ ラやヲィ ゲヰش メΚカ ゅΑヲレシ るレシ モミ リョΒホギゎ ءやゲィま ヶルやギΒョ ペヴヤハ 

 ّΒハ リョ るレΒヤエヨャや れゅハゅヨイャやる  るエタ リョ ろらんわヤャ りキケやヲャや れゅΒトバヨャやよブヤヨ ユΒΒボわャや ،ゅワギハゅジゎヱ  ءやゲィま ヴヤハ

ゲツャや れゅェΚタΗやءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ るΑケヱ ، ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや るΒヤヨハ ラみプ マャグャ るエタ リョ ろらんわヤャ フギヰゎ Ι

バヨャやヱ れゅΒトバヨャや るレヨツヨャや れゅョヲヤりケゅヨわシゅよ ょジエプ ユΒΒボわャやャΚカ リョ ユゎ ヶわャや るΒイヰレヨャや るバィやゲョヱ ウΒエダわャ ゅヨルまヱ ، ゅヰ

 れゅΒトバヨャや ユΑギボゎ.   
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 よ ゅヰャ りギレジヨャや ュゅヰヨャや ケゅヅま ヶプ るゃΒヰャや ヮレハ ブゼムゎ ヅヲヤピョ ウΑゲダゎ モミラヲルゅボャや ヴツわボヨ، ءやゲィま ギバよヱ  ペΒホギわャや

 れゅよヲボバャや ヮレハ ょゎゲわゎ ヶルやギΒヨャや:るΒャゅわャや   
          * るΒボΒボエャや るΒバضヲャや ザムバΑ ゅヨよ りギレジヨャや るΒャヱأや ヅゅボレャや ネヲヨイョ ウΒエダゎ ヤャるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  るΒレバヨャや 

         *  フグェ10  キギバャや リョ ヅゅボル ヶャヱأや ウΒエダわャや ءやゲィま ギバよ ギレジヨャや. 

            * わルإや るレシ ラやヲレバよ ゅヰャ るバィやゲャや ヒャゅらヨャや リョ るΑギヤらャや ラゅョゲェ( るヤィぽヨャや ヒャゅらヨャやヱ モΒィأわャゅよ ネゅヘ るヘダよ
るΒルゅんャや りゲヨヤャ るヅヲヤピョ れゅョヲヤバヨよ ウΑゲダわャや るャゅェ ヶプ マャクヱ )るΒئゴィ ヱأ るΒヤミ . 

 
 :  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャやأやキء ャや ペΒホギわャや れゅらヤトわョ ヶルやギΒヨ ユΒΒボわャ  -أ

 ヴヤハ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィま ラやヲィ ゲヰش メΚカヱ ゅΑヲレシ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ヴャヲわゎ れゅハゅヨイャや

るΒヤエヨャや ゅヰレョ るّレΒハ ケゅΒわカま ギバよ ، : るΒャゅわャや れゅらヤトわヨャや りゅハやゲョ ノョ 
 

  るエΑゲゼャ るΑヲャヱأや ءゅトハまれゅハゅヨイャや  るΒヤエヨャやハ モダエわゎ ユャ ヶわャやゆヲヤトヨャや ヴルキأや キギバャや ヴヤ  (50  ) るトボル. 

  ヴヤハ ュゅヨわワΗや ゴΒミゲゎるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ヱ モΒィأわャゅよ るバヘわレヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ヴヤハ モダエわゎ ユャ ヶわャや
ゆヲヤトヨャや キやギハأや モタゅェ ゅヰビヲヤよ ュギハ ょらジよ るヘドヲヨャや りギハゅジョ ケやギボョ ヴヤハ メヲダエャや るΒルゅムョΗ ゅヰヤワぽΑ ゅヨよ ، るΒヤヨィ

 テジホ モヨゼΑャやヱ るヤィぽヨャや リΒわレジャやるΒャやヲヨ . 

 るΑケヲヰヨイャや れゅヰィ モョゅミ るΒトピゎ ヶプ ラコやヲわャや りゅハやゲョ  ヴヤハ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィま ギレハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ノョ ،

 ザヘル りケゅΑコ ヵキゅヘゎるΒヤエヨャや るハゅヨイャや .るレジャや ザヘル メΚカ ゲんミأ ヱأ リΒゎゲョ 

  フゅレタأ ノΒヨィ ァやケキまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ンゲピダャや(ムャやヱらンゲ  るレّΒバャや リヨض )るトシヲわヨャやヱわャや ゅヰヤヨゼΒシ ヶわャや ペΒホギ

.ヶルやギΒヨャや 

 
         やクま るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ヴヤハ ケّグバゎ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや れゅらヤトわョ ノΒヨィ ュやゲわェま りケヲミグヨャやろホヲャや ヶプ 

 ヮジヘルわΑ ،リΒバ ゅヰΒヤハ   : るΒャゅわャや ゲΒよやギわャや りゅハやゲョ 

- ラゅヨッ  ゲらミأ ヴヤハ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィま キギハ リョ リムヨョやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ ゅよ りキギエヨャやるレّΒバャ  モヨバャや ベゲプ ゲプヲゎ ょジェ

ヶわャや ケヲミグヨャや ペΒホギわャや るヨヰョ ヴャヲわわシ. 

 - るヨئゅホ ギΑギエゎ やるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ  ヶわャや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ るヤィゅバャやヱ るΑケヲヘャや りギハゅジヨャや ペエわジゎ.ءやキΕや  

-  ケゅΒわカΗ るハゲボャや るΒヤヨハ ءやゲィま ゲョΕや ュゴャ ラまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ゅヰヤヨゼΒシ ヶわャや 

  るレΒّバャや ケゅΒわخまや リョるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ  ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ءやゲィإペプヱ ユわΑ ハ るよケゅボョャ ノツガゎ るΒヤヨ るΑゲΑギボわャや るトヤジヤャ るゃΒヰ
るョゅバャや るよゅホゲャや  るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ. 
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ゆ-  ペΒホギわャや ペΑゲプ:ヶルやギΒヨャや 
- Α ءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ょシゅレヨャや ケやゲボャや ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ペΑゲプ グガわヮئゅツハأ ネゅヨィみよ フΚわカΗや りケヲタ ヶプヱ ،

ウィゲΑ ペΑゲヘャや ザΒئケ ヵأケ.  

 

ギハゅジゎ  ءやキأや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ヶルやギΒヨャや ペΒホギわャや ベゲプ モらホ リョ りギّバヨャや ゲΑケゅボわャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャゅよ  るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ
 ウャゅダヨヤャヴヤハ るΒョヲヨバャや:  

*  パヲヤよ ラヱキ メヲエゎ ヴわャや れإخااや ゾΒガゼゎるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ゆヲヤトヨャや ءやキأや ンヲわジョ るΒレバヨャや.  

*  れاΑギバわャや ゥやゲわホまヶルやギΒヨャや モヨバャや るボΒボェ ヴヤハ キゅヨわハإゅよ ءやキأや ユΒΒボゎ ュゅヌル ソヲダガよ るョコاャや  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイヤャ. 
 

6- ャや ュاハまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ : るΒャヱأや キやギハأゅよ 
        バよــــギ  るシやケキ リョ ءゅヰわルΗやブヤョ  ユΒΒボゎءやキΕや ャゅよるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ( ユΒΒボわャやヵギレわジヨャやボわャや ءやゲィまヱ ) ユΒΒ

ヶルやギΒヨャや (んわャやらろ  リョ ،)ゾئゅボレャや ゾΒガゼゎヱ れゅΒトバヨャや るエّタ ュΚハΗヱるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ヶわャや るΒャヱΕや キやギハΕゅよ

، やゲィΗゅよ ュゅΒボャや るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ヴャヲわゎءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ゅヰΒヤハ ろヤダエゎるΒレバヨャや るレジヤャ れやء 

: るΒャゅわャや 

* ハまـ キやギハΕや ヶプ ヶヘΒャほゎ メヱギィ キやギ るΒャヱΕや りギレジヨャやヨャや れゅハゅヨイヤャ るΒヤエよゅジわェま るΒヘΒムャ ゅボホギョ ΚΒダヘゎ リヨツわΑゅヰ  

メゅイョ モムャ ギレジヨャや キギバャや ( ヱ モムャョサゅΒボ ヤハ ءやキأヴ ギェ )ロ マャクヱ ءやゲィま ギバよ るΒヤヨハ ペΒホギわャや アئゅわレャ ゅボプヱ ウΒエダわャや

ヱ ヶルやギΒヨャやれやءやゲィΗや ヨャやりケゲボ  (ヱأ メゅィΓや ァケゅカ ネやギΑΗや ょらジよ  ユΑギボゎ れゅΒトバョるヅヲヤピョ). 

 * りギレジヨャや るΒャヱΕや キやギハΕや るャゅェまやヲレバよ ءやキΕや ユΒΒボゎ ラ ヴャま ウャゅダョるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ  ロゅダホأ モィأ ヶプ

 ュΚハま ギダホ るレシ モミ リョ るΒヤΑヲィ ゲヰش ヴプヲョるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  ゅヰよ. 

- コやヲョ るヘダよ،るレシ モミ リョ るΒヤΑヲィ ゲヰش メخاヱ るΑ ュاハま るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャヲわΑ
 るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボヨよ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや るヘドヲヨャや ゲΒビ.  るホゅトャや ょジェ るボエわジヨャや るΑゲヌレャや るヨΒボャや ヵأ (

 )ラゅムジャや キギハヱ るΒئゅらイャや. 

-  ゅヰャ ギレシأ ヶわャや るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ラゅムョみよ ، )るΒルやゴΒヨャや ネヱゲゼヨャ キやギハإや りゲわプ ザヘル ヶワヱ( ゲヰゼャや ザヘル メخا
プ るトボル ゲΒビ るΑヲレジャやأゲんミ(، ضモタゅェ50  りギハゅジヨヤャ ヶボΒボエャや ケやギボヨャや テら أや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ヶよゅイΑま キやギハأやキء )

 るヘドヲヨャや ヅゲشるらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ゅヰئゅヘΒわシま. 

-  マヤゎ ラやヲレバよ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャヲわΑ
るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ ゅヰئゅヘわシま れゅらをま ギバよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや りギئゅヘャ るレジャや  ソヲダレヨャや れやءやゲィإや ょジェ

モΒャギャゅよ ゅヰΒヤハ .るΒヤエヨャや るヨミヲエャやヱ るΑゲツエャや るΒヨレわャや アョゅルゲらャ ヶヤヨバャや 



18 
 

 

7- ョ ユΑギボゎょャゅト るΒャヱأや キやギハأや るバィやゲョ  ّろらャやヱ :ゅヰΒプ 
          ヶプ ロゅダホأ モィ15أ れヱأ るレシ モミ リョ، ャ リムヨΑヤるΒヤエヨャや るハゅヨイ  るΒレバヨャや ユΑギボゎャ ょヤトョ るバィやゲヨ ヶャヱΕや キギバャや

 ヮよ ろヤタヲゎ ヶわャや れやギΑぽヨャや ノΒヨイよ ゅホヲプゲョるわらんヨャや ペئゅثヲャやヱ  ンギャ ザΒئケるΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ،

ヱΑ ヴャヲわ ザΒئケ るシやケキ るゃΒヰャやょャゅトョ ّ ろらャやヱ るバィやゲヨャや モらホ ゅヰΒプ ゅΒヘΒャほゎ ゲΑゲボゎ リヨッ るΒئゅヰレャや キやギハΕや リハ ラΚハΗや

 ノョ ゅヰルほش ヶプ りグガわヨャや れやケやゲボャやヱ るバィやゲヨャや ょャゅトョ アئゅわル リヨツわΑゅヰヤΒヤバゎ.  

 

8-  ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや キやギハまユΒΒボわャ ヵヲレジャや  ءやキأやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャゅよ أや キゅレシまヱるΒئゅヰレャや キやギハ: 
              メخا るレシ モミ リョ ゲらヨわらシ ゲヰش ユΒΒボゎ るΒヤヨバャ ゅΒヘΒャほゎ やゲΑゲボゎ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ギّバゎ ،

ヤャ りギレジヨャや るΒئゅヰレャや キやギハΕや リヨツわΑ ءやキΕやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ィ(ـ メゅイョ モムャ ヶヤΒヤエゎヱ ヶルゅΒよ メヱギボゎ サゅΒボョヱユΒΒ ) ءやキأ 

 アئゅわレよ ゅホヲプゲョ ،るバィやゲヨャや ょャゅトョ ヶプ ろّらャや れゅΒタヲわャやヱ れゅヌェΚヨャゅよ やギΑぽョヱレョ ゅワやゲゎ ヶわャやء ـやキΕや リΒジエわャ るらシゅ

ヤエヨャや れゅハゅヨイャゅよـるΒハ ヮヤΒエゎヱ ،ـャや るレイヤャや ケゅヌルأ ヴヤ るΑケやコヲ ロゅダホأ モィأ ヶプ ヮルほش ヶプ メヱやギわヤャ リョ メヱΕや ネヲらシΕや

ゲよヲわミأ ゲヰء  ،شゅツわホΗや ギレハヱ モΑギバゎ るレイヤャや ゥゲわボゎءやキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌル (ョユΒΒボゎ ザΒΑゅボ ) テΒボレわャや ュゅヌル ، ءやキΕや  ノョ

ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャゅよ るレヨツヨャや るゃΒヰャや れゅΒタヲわよ サゅレゃわシΗや. 

  るΑケやコヲャや るレイヤャ リムヨΑ Ι ゲΒΒピゎヤャ りギレジヨャや るΒئゅヰレャや キやギハΕや るΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ユΒΒボわャや ラやヲレバよ.ءやキΖャ ヵヲレジャや 

  ゲΒΒピゎ るΑケやコヲャや るレイヤャ リムヨΑ Ιるレヨツヨャや れゅΒタヲわャや  るゃΒヰャ ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャゅよるよゅホゲャや るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや.  

 Α るΑケやコヲャや るレイヤャや ヴヤハ ょイ ゅΑヲレシャゅよ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや チゲハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  るゃΒヰャや リハ ケキゅダャや

.ヮよ るレヨツヨャや れゅΒタヲわャやヱ れゅェゲわボヨャや ラほش ヶプ メヱやギわャやヱ ゅヰャゅヨハأ メヱギィ リヨッ りケヲミグヨャや 

  ゲわホま るΑケやコヲャや るレイヤャ リムヨΑャや ゥや モΑギバわ ヶプ ユΒΒボゎ ュゅヌル ءやキΕや( ロゲΑヲトゎ ロゅイゎま ヶプ テΒボレわャや ュゅヌル モΑギバゎ،ョユΒΒボゎ ザΒΑゅボ 

 やキΕや ). るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ れゅヌェΚョヱ れゅΒタヲわよ ゅシゅレゃわシまء

 ま りケヲタ ヶプءやキΕや ユΒΒボゎ ュゅヌル ヶプ モΑギバゎ ケやゲホ ، ュΚハま ょイΑ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャやマャグよ. 

       
 

9- ギハゅジヨャや ゆゅジわェま れや るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや ゅヰわャゅェまヱるΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ : 
 

 :りギハゅジヨャや ノΑコヲゎ ザΒΑゅボョるヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや  -أ
 

             ゅバらゎ キギةハ ゲةョΕや ケヱギダャ3505  るレةジャ2014  ヶةプ ォケぽةヨャや30  ゲらヨわらةシ2014  ヅヱゲشة テらةツよ ペةヤバわヨャや

ャや れゅةハゅヨイャや りギハゅةジョヱ チヱゲةボャや ベヱギレةタ るトシやヲよ れやギハゅジヨャや ウレョヱ チヱゲボャや キゅレシま ポゲわةゼヨャや ケやゲةボャやヱ ، るةΒヤエヨ

 ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るΒヤカやギャや ゲΑコヲャ3  れヱ2015أ  ゆゅةジわェま ベゲةヅ テらةツよ ペةヤバわヨャや るةΒャゅヨィΗや れやギハゅةジヨャや
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るヘドヲヨャや ゲΒビ،  るレシ リョ るΑやギよ ユゎ2016  ャや ヴةヤハ るةヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや ノΑコヲゎるةΒヤエヨャや れゅةハゅヨイ  ヴةヤハ

よ ラゅムジャや キギハヱ るΒئゅらイャや るホゅトャや ヵケّゅΒバョ サゅシأ モムるΒヤエョ るハゅヨィ  るΑヲヰイャや るΒヨレわャや れやゲشぽヨよ リΑケゅΒバヨャや モΑギバゎ ノョ. 
 

           ケゅらわハゅよヱ  チヱゲボャや ベヱギレタ ラأ るةΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ ゅΑヲレةシ ヴャヲةわΑ ュΚةハま るةΒヤΑヲィ ゲヰشة メΚةカヱ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや  るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボヨよャや るレジヤャるΒャやヲヨ るةャヱギャや モةらホ リةョ ゅヰゎギئゅヘャ りキヲタゲヨャや ( ヵأ

 ラみةプ ، )ラゅムةジャや キギةハヱ るةΒئゅらイャや るةホゅトャや ヵケゅةΒバョ サゅةシأ ヴヤハ るハコヲヨャや りギハゅジヨヤャ るΑゲヌレャや るヨΒボャやャやるةΒヤエヨャや るةハゅヨイ 

 ゅΑヲレةةシ るةةらャゅトョゅةةヰハゅヘわルΙ  ゅةةΒヤバプ るらィヲわةةジヨャや ゅΒルギةةャや ヅヱゲةةゼャや ゅヰئゅヘわةةシみよ りケヲミグةةヨャや りギハゅةةジヨヤャ るةةレヤバヨャや るةةヨΒボャや ザヘレةةよ

 モΒةةダエゎヱ50 ءやキΕや ユΒةةΒボゎ ラやヲةةレバよ るةةトボル  モةةホΕや ヴةةヤハ テةةジホ ( ヮةةΒヤハ ソヲةةダレヨャや れゅィケギةةャや ユヤةةシ ょةةジェ ) ヵゴةةΒヘエゎ

 ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヱ リΒよ ポゲわゼヨャや ケやゲボャゅよ25  ゲらヨジΑキ2018. 
        

ゆ- ャや るホاバ リΒよ ءやキأ ユΒΒボゎャやるΒヤエヨャや るハゅヨイ ヱゎモΑヲエ  ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャやるヘドヲヨャや:     
           るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョ ょジわエΑャ るダダガヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビるΒヤエヨャや るハゅヨイヤ るΑゲヌレャや るΑヲレジャや るヨΒボャや( )

るホゅトャや ヵّケゅΒバョ サゅシأ ヴヤハ  ラゅムジャや キギハヱ るΒئゅらイャや ، りギئゅヘャ りケヲミグヨャや りギハゅジヨャや モΑヲエわャヱ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや،  ヶヰプ

 ペΒボエわよ るらャゅトョやりギハゅジヨャや ケやギボョ モΑギバわャ ギレジミ ゅワءやキأ ユΒΒボゎ アئゅわル ギヨわバゎヱ ،るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャ や りケヲミグヨャ
( ヅゲわゼΑビヲヤよゅヰ  ロケやギボョ ヅゅボル モタゅェ50 ボルءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ヴルキأ ギエミ るト  ヵゴΒヘエわャや テジボャや リョ るらジレよ ネゅヘわルΘャ

 ヮΒヤハ ソヲダレヨャや れゅィケギャや ユヤシ ユヤシ ょジェ ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヱ ケやゲボよ25 

 ゲらヨジΑキ2018 や れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ テらツよ ペヤバわヨャやるΒヤエヨャ ) . 

 
  ゎモんヨ るらジル 50 %  るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョ リョわジヨャや ヶシゅシΕや テジボャやペエ  ّダガヨャやヱ りギئゅヘャ ゾ

るΒヤエヨャや るハゅヨイャや  ペボエわΑヱ ،ゅヰئゅヘわシみよ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ (5 )るらィヲわジョ ゅΒルキ ヅヱゲش  . 

 

   モんヨゎ るΒボらわヨャや るらジレャや50%  るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョ リョボャや ヵゴΒヘエわャや テジ ギレジヨャやるΒヤエヨャや るハゅヨイヤャ 

 りءゅヘムャや ケゅらわハみよ، ヱゎ ヴヤハ ゅヰャヲダエよ ペボエわ80 ルボトる  ءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ モホΕや ヴヤハ れゅィケギャや ユヤシ ペΒらトゎ ギバよ

 ヮΒヤハ ソヲダレヨャや ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヱ ケやゲボよ25  ゲらヨジΑキ2018  ペヤバわヨャや

ゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ テらツよ. るΒヤエヨャや れ 

ァ- るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإや モΒィأゎ:  
             るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎ テらゎゲΑるΒヤエヨャや るハゅヨイャや りギئゅヘャ よ ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシみ

 るらィヲわジヨャや (50% )ヱゅヰャヲダェ ヴヤハ50 ルءやキΕや ユΒΒボゎ  ラやヲレバよ るトボ モホΕや ヴヤハ (50%) (モΑギバわャや サゅシأ) . 
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             ،ヅヱゲゼャや ログヰャ るよゅイわシΗや ュギハ りケヲタ ヶプヱ りギェやヱ るレシ りギヨャ りケヲミグヨャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや モΒィほゎ ユわΑ ヮルみプ

 テボプ  リョ モホأ ヴヤハ るΑギヤらャや メヲダェ りケヲタ ヶプ るΒヤミ るヘダよ50  ゆゅレヨャや リΒよ ベケゅプ モΒイジゎ ギレハ るΒئゴィ ヱأ るトボル

 ゅΒヤバプ ヮΒヤハ ろヤダエゎ ゅョヱ るΑギヤらヤャ ゾダガヨャや ュギハ モタやヲゎ やクまヱ ،ペΒボエゎ やΒヅゲゼャ リΑケヲミグヨャや リるΒャやヲヨャや るレジャや メΚカ 

)モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ(  ヮΒヤハ ソヲダレヨャや れゅィケギャや ユヤシ ペΒらトゎ ギバよケやゲボよ  ゲΑコヱヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ゲΑコヱ

 ヶプ ォケぽヨャや るΒャゅヨャや25  ゲらヨジΑキ2018 るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ءやキأ ユΒΒボゎ ザΒΑゅボョ テらツよ ペヤバわヨャや  ، ءゅピャま ユわΑ ヮルみプ

ゅΒئゅヰル りギハゅジヨャや ヨャや るΑギヤらヤャ モタゅェ ヴヤハ るヤダエわヨャや れゅΑギヤらャや ヴヤハ ヒャゅらヨャや マヤゎ ノΑコヲゎ りキゅハまヱ るΒレバ90 ゲんミほプ るトボル 

 ヒャゅらヨャや ログワ コヱゅイわゎ Ιأ ヴヤハ ゅヰレΒよ ヵヱゅジわャゅよ50 %  ラやヲレバよ ゅヰΒヤハ モダエわヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや ユイェ リョ

 るレジャや ザヘル ラやヲレバよ れゅΑギヤらャや るプゅムャ るバィやゲャや ヒャゅらヨャや リヨッ ゅヰヘΒドヲゎ りキゅハま ユわΑ マャク フΚカ ヶプヱ ، ゲΒビ れやギハゅジョ

. るΒャやヲヨャや るレジャや ヴャま るヘドヲョ 

 

 れゅィケギャや ユヤシ 

 
  

れゅィケギャや ユヤシ ヅゅボレャや モタゅェ      るΑギヤらヤャ るダダガヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや ユイェ リョ るらジレャや
( ネゅヘわルإや るレシ ラやヲレバよ )ءやキأや ユΒΒボゎ ユジホ (%) 

 るィケギャや1  リョ モホ50أ るトボル 0 
 るィケギャや2  リョ50  ヴャま るトボル59 るトボル 60 
 るィケギャや3  リョ60  ヴャま るトボル69 るトボル 70 
 るィケギャや4  リョ70  ヴャま るトボル79 るトボル 80 
 るィケギャや5  ベヲヘΑ ヱأ ヵヱゅジΑ80  るトボル 100 
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キ- るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシإや リョ ろらんわャや :  

              れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャヲわΑ ゅΑヲレシ るΒヤエヨャや  モミ リョ ヵゲヘΒプ ゲヰش ブダル ロゅダホأ モィأ ヶプ

ゅィآ ケゅらわハゅよ( るレシャや ءゅヘΒわシま リョ ろらんわャや )チやゲわハΗや メるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  ギバよ マャクヱ ،るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ

.るΑヲヰイャや ヮハヱゲプ ゲらハ ヮャ るョギボヨャや れゅヘヤヨャや るシやケキ 
  

ヤャ るダダガヨャや るΒレヘャや るヅゅェΗや アョゅルゲよ グΒヘレゎ ケゅヅま ヶプ *るΒヤエヨャや れゅハゅヨイ りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレダャ リムヨΑ ،

るΒレヘャや りギハゅジヨャや ユΑギボゎ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ャや りギئゅヘャるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや パヲヤよ リョ リムヨわゎ ユャ ヶわャや

.るらィヲわジヨャや  

 ベヱギレタ ヴャヲわΑ ءゅツわホΗや ギレハ *チヱゲボャや ゲΑゲボゎ キやギハま るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ  ゴィヲョ  ャや メヲェるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ 

 ヴャま ヮヤΒエΑヱ ،マャク ゆゅらシأヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま リョ リムヨわゎ ユャ ヶわャやラヱぽゼャや りケやコヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや 

.るΑケやコヲャや るレイヤャや ケゅヌルأ ヴヤハ ヮッゲバャ 
  

 

       

 ヌェاョــــــــる : 
 

  ( るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ペΒボエわよ テらゎゲヨャや りギハゅジヨャや リョ ヶシゅシأや テジボヤャ るらジレャゅよ50%): 
- わジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま ユわΑ ユャ やクま るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ラみプ るらィヲペエャや ギボヘゎ  ラやヲレバよ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや テジホ ヶプ

るヤィぽヨャや るレジャやヱ )モΒィほわــャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ( るレジャや マヤゎ . 
- ャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま ユゎ やクま るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ラみプ るらィヲわジヨャや ゅΒルギـりギハゅジヨャや テジボよ ノヘわレゎ ゲΒビわـャ るヘドヲヨャや るレシ( るレジャや マヤ

モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗやジャやヱ ) .るヤィぽヨャや るレ 

  ( ءやキأや ユΒΒボわよ テらゎゲヨャや りギハゅジヨャや リョ ヵゴΒヘエわャや テジボヤャ るらジレャゅよ50%) 
ヮよ ネゅヘわルإャ ヅゲわゼΑ やءゅヘΒわシ や: るΒャゅわャや れゅΒバضヲャや ょジェ マャクヱ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャ 

-  ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや モダエわゎ ユャ やクま50 るトボル モホΕや ヴヤハ ホ ヶプ ゅヰボェ ギボヘゎ ゅヰルみプ ،モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ メΚカ マヤゎ テジ

 .るヤィぽヨャや るレジャやヱ ) モΒィほわــャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ( るレジャや 

-  ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ろヤダエゎ やクま50 メΚカ るトボル  りギハゅジヨャや リョ ヶャゅヨィま ヒヤらヨよ  ノヘわレゎ ゅヰルみプ ،モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ

 モヨゼΑ るヘドヲヨャや ゲΒビ リョ るらジル るヤィぽヨャや るレジャやヱ )モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ( るレジャや マヤゎ テジホゅヰボΒボエゎ  るトΑゲش(   ヅヱゲゼャや

 オΑケゅゎ ヶプ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや15 )モΒィほわャゅよ ネゅヘわルΗや るレシ ヶヤゎ ヶわャや るレジャや リョ ヶヘルゅィ. 
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 るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエゎ ゥゲわボョ チゲハ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャヲわΑ *

ダダガヨャやる ャや りギئゅヘャるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  るレイヤャや ケゅヌルأ ヴヤハ،るΑケやコヲャや  マャクヱやキゅレわシや ヴヤハ : 

- ΒルやゴΒヨよ ゾダガヨャや ヶヤヨイャや キゅヨわハΗやや りギئゅヘャ ) ベヱギレダャや るΒルやゴΒョ( るャヱギャや るるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャ  れやギハゅジヨャや ラやヲレバよ

るヘドヲヨャや ゲΒビ .  

-  モムャ ゾダガヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや ケやギボョるΒヤエョ るハゅヨィ  るボΑゲヅヱ.ヮバΑコヲゎ 

-  ゅヰΒヤハ ろヤダエゎ ヶわャや るΒئゅヰレャや キやギハΕやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ( ءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよヰャ ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわヤャ ゅボらヅ るよゅホゲャや るゃΒ

 ウャゅダヨヤャ るョゅバャや)るΒョヲヨバャや. 

- . るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま リョ ろらんわャや アئゅわル 

- . るヅケゅヘャや るレジャや リョ るヤィぽヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや ヒャゅらョ 

 ،マャク ゲثま *ネゲゼΑ  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヶプ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎ

ャや りギئゅヘャるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ノΒヨィ クゅガゎま ノョ ،ゲΒよやギわャや ョコΚャやる  れやءやゲィΗや ょジェ モΑヲエわャや れゅΒヤヨハ リョ ءゅヰわルΘャ

ゅヰΒヤハ ソヲダレヨャや ロΚハأ . チゲピャや ヶプ ギバヨャや るΒヤエヨャや るヨミヲエャやヱ るΑゲツエャや るΒヨレわャや アョゅルゲよ れやءやゲィま ペプヱヱ 

 

VI - ゲャやヱ ءやキأ ユΒΒボわャ るΑヲレジャや るョゅルコャやるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや モΑヲエゎヱ:  るヘ 

        るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΘャ るΑキゅバャや るΑヲレジャや るョゅルコゲャや ギわヨゎ ـャ ゅヰヤΑヲエゎヱ りギئゅヘるΒヤエヨャや るハゅヨイャや 

よ るレジヤャ ヵゲヘΒプ ゲヰش リョ るΑやギ) N) ( るレジヤャ サケゅョ ゲヰش るΑゅビ ヴャま1+N.) 

ヨΒプヱれやءやゲィまヱ モェやゲヨャ ゾガّヤョ チゲハ ヶヤΑ ゅ ャゅよ ءやキΕや ユΒΒボゎ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイゅジヨャや モΑヲエゎヱ ゲΒビ るΑヲレジャや りギハ

: ヶレョゴャや ょΒゎゲわャや ょジェ るヘドヲヨャや 

1-  メخا( るレジャやN) : 
- )ヵゲヘΒプ ゲヰش メΚカ( ヵヲレジャや ユΒΒボわャや るΒヤヨハ ベΚトルま リハ ラΚハΗや . 

-  キやギハまブヤョ ヮわャゅェまヱ ءやキΕや ユΒΒボゎ ヴャま ( るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ロゅダホأ モィأ ヶプ

15モΑゲプأ.) 

-  ユΒΒボわャや ءやゲィまヵギレわジヨャや أ ヵゲّヰش メΚカ ()ヵゅョヱ モΑゲプ . 

- ャや ءやゲィまユΒΒボわ )ラやヲィ ゲヰش メΚカ ( ヶルやギΒヨャや . 

- ャや ュΚハまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ るヤらボヨャや るレジヤャ るヘドヲヨャや ゲΒビ )るΑゲヌレャや るヨΒボャや( るΑヲレジャや りギハゅジヨャゅよ (1+N) キやギハΕゅよヱ ،

 )るΒヤΑヲィ ゲヰش メΚカ( ءやキΕや ユΒΒボゎ ラやヲレバよ ゅヰャ りギレジヨャや るΒャヱΕや . 
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- Εや キやギハΕや ウΒエダわャ るバィやゲヨャや ょャゅトョ ユΑギボゎ りギئゅヘャ りギレジヨャや るΒャヱるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ( メΚカ

ゲヰش)れヱأ . 

- ャゅよ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヶئゅヰレャや ゲΑゲボわャや キやギハまヱ るΒئゅヰレャや キやギハΕや キゅレシまるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  ヮわャゅェまヱヴャま  ラヱぽゼャや りケやコヱ

るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや  ゲヰش メΚカ( ょシゅレヨャや モΑギバわャや ゥやゲわホまヱ ヮルほش ヶプ メヱやギわヤャ るΑケやコヲャや るレイヤャや ケゅヌルأ ヴヤハ ヮッゲバャ

ミأゲよヲわ.) 

 

2-  るレジャや メخا(+1N)  :) るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإや るレシ( 
-  るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや リョ ろらんわャや るΒヤヨハ ヶプ りギヨわバヨャや ペئゅثヲャゅよ ベヱギレダャや りゅプやヲョ( ロゅダホأ モィأ ヶプ15 

)ヶヘルゅィ. 

ケゅらわハゅよ ヵゲヘΒプ آゅヘΒわシま リョ ろらんわャやるΒヤエヨャや るハゅヨイャや ( るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ15  メゅィء  -

ゲわハΗや )チや. 

- ャや りギئゅヘャ るダダガヨャや るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエゎ ゥゲわボョ チゲハるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ  ケゅヌルأ ヴヤハ

 ( ヮΒヤハ るホキゅダヨヤャ るΑケやコヲャや るレイヤャやブダわレョ モらホ  ゲヰش.)ヵゲヘΒプ 

 りギئゅヘャ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや れやギハゅジヨャや モΑヲエゎるΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ( ゅヰΒヤハ ソヲダレヨャや れやءやゲィΗや ょジェ

ルゲらャ ヶヤヨバャや モΒャギャゅよ るΑゲツエャや るΒヨレわャや アョゅるΒヤエヨャや るヨミヲエャやヱ ). 

      ゅボΒらトゎ  キやギハみよ るらャゅトョ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ラみプ ،ヶレョゴャや モジヤジわャや やグヰャブヤョ ヮわャゅェまヱ ءやキΕや ユΒΒボゎ ヴャま 

 ロゅダホأ モィأ ヶプ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ15 モΑゲプأ ΒΒボわャや ءやゲィま るレシ リョ( ユN،)  ヶミ マャクヱ

ゅジヨャや ヴヤハ メヲダエャや リョ リムヨわゎ るΒャやヲヨャや るレジャや ラやヲレバよ るヘドヲヨャや ゲΒビ るΑヲレジャや りギハ(N+1 ). 

 

ョــــヌェـــا:る 
 
N       ユΒΒボわャや るΒヤヨハ ءやゲィま るレシ : 

N-1    ヵギヤらャや ءやキأや ユΒΒボゎ るΒヤヨハ ゅヰΒヤハ ヵゲイわシ ヶわャや ヶャゅヨャやヱ ヵケやキإや フゲダわャや るレシ : 
N+1  . るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإや るレシ : 
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VII  - ィءやキأや ユΒΒボゎ ザΒΑゅボヨャ るΑゲΒジヘゎ れやクやグ 
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りやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ : メヱأや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや1.1 ヵギヤらャや ケゅヨんわシإや アョゅルゲらャ ヶャゅヨャや コゅイルإや : 

Εや るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ
 ゅヰΒヤハ 

- ケゅヨんわシΘャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ るレシ ラやヲレバよ(1-N)؟ 

-  モワろャヲゎ るΑギヤらャや ャゅェまる ュギボゎ ヵゲΑゲボゎ  ヴャま ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ メゅィΓや ヶプ ؟ 

-  るらジル ヶワ ゅョヶャゅヨャや グΒヘレわャや ャケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらヤ؟ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

 るレジャ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るヤヨィ(1-N) ケゅヅま ヶプャやヵヲレジャや アョゅルゲら ケゅヨんわシΘャ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

ヵヲレジャや アョゅルゲよ ケゅヅま ヶプ るイョゲらヨャや ヒャゅらヨャや るヤヨィ ケゅヨんわシΘャ  るレジヤャ)1-(N 
 

 るレシ ヶプ ゅヰプゲタ アョゲらヨャや れゅボヘレャや ، るイョゲらヨャや れゅボヘレャゅよ ギダボΑヱN-1  るボΒをヱ ょジェャや アョゅルゲら ヵヲレジャや
 .ャ ケゅヨんわシإ

ャや リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバ
ロキゅレシま 

10 ヅゅボル 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

 
-  ゅヰャ ギレジΑ ケゅヨんわシإャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハま るΑギヤらャや メヲわゎ ユャ りケヲタ ヶプ0 ヅゅボレャや リョ . 

ヴヤハ るΑギヤらヤャ ゅワキゅレシま リムヨヨャや ヅゅボレャや ネヲヨイョ ゆゅジわェや ノボΑ ، マャク フΚカ ヶプヱ  

ンヲわジョ : リΒャゅイョ 

*- ボゎ るャゅェまヵゲΑゲ や グΒヘレゎ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま ケゅヨんわシΚャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャ

メゅィΓや ヶプ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ : 

- 2 ヅゅボル ホ りケヲタ ヶプ : るΑギヤらャや ュゅΒボゎ るャゅェみよヵゲΑゲ  ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボゎ

 ケゅヨんわシΘャ )ヵヲレジャやヱ ヶシやギジャや ( れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま

.メゅィΓや ヶプ るΒヤエヨャや 

- 0 ヅゅボレャや リョフΚカ ヶプ : . マャク 

*- : ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボゎ ょジル 

- 8 ヅゅボル  るレジヤャケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るらジル ろルゅミ やクま :(1-N) 

 ベヲヘΑ ヱأ ヵヱゅジΑ90 %  リョ モホأヱ110 %. 

-6 ヅゅボル るレジヤャケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るらジル ろルゅミ やクま : (1-N) ギィやヲわゎ

や ヶプメゅイヨャ[ 70%ヱ90%[や  ヶプ ヱأャメゅイヨ [ 110 % ヱ120 [%. 

- 4 ヅゅボル ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るらジル ろルゅミ やクま: るレジヤャケゅヨんわシΘャ (1-N) ギィやヲわゎ

や  ヶプメゅイヨャ [ 60%ヱ70[% や  ヶプ ヱأメゅイヨャ [120%ヱ130[%. 
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- リΒわトボルケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るらジル ろルゅミ やクま :  るレジヤャ (1-N) 

や  ヶプ ギィやヲわゎメゅイヨャ [ 50%ヱ60%[や  ヶプ ヱأメゅイヨャ [130%ヱ150%]. 

- 0 ヅゅボレャや リョ るレジヤャケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るらジル ろルゅミ やクま : (1-N) 

 リョ モホ50أ%  ベヲヘゎ ヱ150أ%.  

 りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ

ゅヰよ るΒョヲヨバャや 

-  モらホ リョ ヮΒヤハ ヴツヨョ ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ンギヨャ るバよゅわョ ブゼミ

ギヤらャや ザΒئケ るΑ. ヂよゅボャやヱ 

- ボゎ るャゅェま メヱやギィ リョ オジルヵゲΑゲ  ヴャま ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボゎ

. るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ(ロゅダホأ  リョ るΒヤΑヲィ ゲヰش ヴプヲョ

ヱ ヶシやギジャや ゲΑゲボわヤャ るらジレャゅよ るレシ モミ ロゅダホأ るレシ ヶヤゎ ヶわャや るレジャや リョ ヵゲヘΒプ ゲヰش ヴプヲョ

ゅよ ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎヵヲレジャや ゲΑゲボわヤャ るらジレャ. ) 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ ゅヰレョ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- . ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るバよゅわヨよ ペヤバわヨャや ヶシやギジャや ゲΑゲボわャや 

-  . ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ るバよゅわヨよ ペヤバわヨャや ヵヲレジャや ゲΑゲボわャや 
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や れゅョギガャや リΒジエゎ : メヱأや メゅイヨャやりやギジヨャ 
 

 サゅΒボヨャや2.1 るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボわャや テトガヨャや グΒヘレゎ : 

Εや るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ
 ゅヰΒヤハ 

- ゅヰルほش ヶプ チヱゲバャや ラΚハΗや ょヤヅ ユゎ ヶわャや るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや るらジル ヶワ ゅョ 
 りキギエヨャや メゅィΓや ヶプ؟ 

-らヤャ モワるレジヤャ るらジレャゅよ るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ るバよゅわヨャ りキゅΒホ メヱギィ るΑギヤ(1-N)؟  

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

チヱゲバャや ょヤヅ ユゎ ヶわャや るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや キギハ  ゅヰルほش ヶプ りキギエヨャや メゅィΓや ヶプ るレジヤャ るらジレャゅよ(1-N) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

ゲらヨャや るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや キギハるレジヤャ るらジレャゅよ るイョ (1-N) 

 リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや
ロキゅレシま 

8 . ヅゅボル 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

- るレジヤャ るらジレャゅよ るΒョヲヨハ れゅボヘタ ゅヰΑギャ ザΒャ るΑギヤらャや ラأ りケヲタ ヶプ(1-N) ヶヰプ
،るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボゎ テトガョ キやギハま るΒヤヨハ リョ りゅヘバョ ヮΒヤハヱ Ι  ノボΑ

 ゆゅジわェやりギレジヨャや ヅゅボレャや キギハ . サゅΒボヨャや やグワ ラやヲレバよ 
* るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ るバよゅわヨャ りキゅΒホ メヱギィ キやギハま : 
- リΒわトボル りケヲタ ヶプ : るΑギヤらャや ろャヲゎ グΒヘレゎ るバよゅわヨャ リّΒエョ メヱギィ キやギハま

るレジヤャ るらジレャゅよ るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや (1-N). 
- 0 ヅゅボレャや リョ. マャク フΚカ ヶプ : 
 
* るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ: 
- 6 ヅゅボルャや るらジル ろルゅミ やクま : ヶプ チヱゲバャや ょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや れゅボヘダ

るレジヤャ るらジレャゅよ ゅヰルほش (1-N)  ヵヱゅジΑ100 %. 
- 4 ヅゅボル ヶプ チヱゲバャや ょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや れゅボヘダャや るらジル ろルゅミ やクま  :

るレジヤャ るらジレャゅよ ゅヰルほش (1-N) ベヲヘΑ ヱأ ヵヱゅジΑ80 %  リョ モホأヱ100 %. 
リΒわトボルょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや れゅボヘダャや るらジル ろルゅミ やクま  :  ヶプ チヱゲバャや

 るらジレャゅよ ゅヰルほش るレジヤャ(1-N)  ベヲヘΑ ヱأ ヵヱゅジΑ50 %  リョ モホأヱ80 %. 
- 0 ヅゅボレャや リョ ょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや れゅボヘダャや るらジル ろルゅミ やクま :

るレジヤャ るらジレャゅよ ゅヰルほش ヶプ チヱゲバャや (1-N)  リョ モホ50أ %. 
 りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ

ゅヰよ るΒョヲヨバャや 

- リョ るガジル  りキゅΒホ メヱギィ. るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ るバよゅわョ 
-  るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボわャや テトガヨャや リョ ァゲガわジョ. 
 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ ゅヰレョ 

-  .ブエダャや ヴヤハ )り( ケヲゼレヨャや チヱゲバャや ょヤヅ れゅルΚハま ヱأ ラΚハま リョ オジル 
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りやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ : メヱأや メゅイヨャや 

 サゅΒボヨャや3.1 るルゅΒダヤャ ヶをاんャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや グΒヘレゎ : 

Εや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ
 ゅヰΒヤハ るよゅィΗや 

-るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶثΚث テトガョ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ؟ 
- モワ ラأ  るボよゅトョ るルゅΒダャや ラやヲレバよ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ヒャゅらヨャやャ ァケギョ ヲワ ゅヨ

 るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボわャや ヶثΚんャや テトガヨャゅよ ؟ 
- ケゅダヨャや るらジル ヶワ ゅョ؟ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや ブΑ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

 るレジヤャ るらジレャゅよ ヶルゅんャやヱ メヱΕや ラやヲレバャゅよ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るヤヨィ(1-N) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

ヨャや れゅボヘレャや るヤヨィりゴイレ ゅよャ サキゅジャや ユジボんャや ラやヲレバャや リョ るレジヤャ るらジレャゅよ ヶルゅ(1-N) 
 

 ギダボΑヱるルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャゅよ メヱأや ラやヲレバャゅよ るルゅΒダャや れゅボヘル[ モئゅシヱ :ヶルゅんャや ユジボャや(
モダヘャや(ウャゅダヨャや02.201 りゲボヘャや( るΒヤエヨャや るΒョヲヨバャや ウャゅダヨャや ゲΒΒジゎ れゅボヘル :10 りゲボヘャや+

るΒハゲヘャや003  りゲボヘャや リョ19 モダヘャや+)02.202 ゴΒヰイわャや るルゅΒタヱ メΚピわシや ブΑケゅダョ れや
 るΒハゲヘャや りゲボヘャや ( るΒョヲヨバャや002  りゲボヘャや リョ30  りゲボヘャや +32るΒハゲヘャや りゲボヘャや +001  りゲボヘャや リョ34 

 るΒハゲヘャや りゲボヘャや +001  りゲボヘャや リョ36  りゲボヘャや +38  りゲボヘャや +40 るΒハゲヘャや りゲボヘャや +004ヱ005 
 りゲボヘャや リョ42りゲボヘャや+44 りゲボヘャや +45 りゲボヘャや+46 りゲボヘャや+99 モダヘャや+03.302 ヶプ れΚカギゎ :

ラやギΒヨャや  るΒハゲヘャや りゲボヘャや(ヶハゅヨわィΗや001  りゲボヘャや リョ23)] + ラやヲレバャゅよ るルゅΒダャや れゅボヘル
ヶルゅんャや[モダヘャや06.603 りゲボヘャや(るΑケやキΗや れやءゅレらャや:06 モダヘャや+)06.610りゲボヘャや(04 モダヘャや+)

06.611 りゲボヘャや(01 モダヘャや+)06.612りゲボヘャや(03 モダヘャや+)06.613 りゲボヘャや (03) モダヘャや +
06.614  りゲボヘャや(01ヱ02ヱ05ヱ06 モダヘャや + )06.615  りゲボヘャや (05) モダヘャや +06.616 
 りゲボヘャや(21) モダヘャや+06.617  りゲボヘャや21 )] . 

 ヵグャや ヴダホΕや キギバャや
ロキゅレシま リムヨΑ 

7 ヅゅボル 

 ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや サゅΒボヨよ 

 りケヲタ ヶプメヲわゎ ユャ  ゅヰャ ギレジΑ ،るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶをاを テトガョ キやギハま るΑギヤらャや0  リョ
.ヅゅボレャや 

* ダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶをاを テトガョ キやギハまるルゅΒ: 

- 4 ヅゅボル ろョゅホヱ るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶثΚث テトガョ キやギハま るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプ :

ホヲわヨャや れゅボヘレャや るヤヨィ ァやケキみよレジャ ゅヰわΒルやゴΒヨよ るホΚバャや れやク るバ る(1-N). 

- リΒわトボル : ユャヱ るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶثΚث テトガョ キやギハま るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプΑ リム

ゅレワャ マペよゅトゎ レバよ るΒルやゴΒヨャゅよ るヨシゲヨャや ヒャゅらヨャや リΒよ るルゅΒダャや ラやヲァケギョ ヲワ ゅョ リΒよヱ 

. るルゅΒダャや テトガヨよ 

* ャやるルゅΒダャや ラやヲレバよ れゅボヘレヤャ ヵヲレジャや グΒヘレわ  : 

- 3 ヅゅボル るレジヤャ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るらジル ろルゅミ やクま :(1-N)  ヱأ ヵヱゅジΑ

 ベヲヘΑ70 %. 

- リΒわトボル : るレジヤャ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るらジル ろルゅミ やクま(1-N)  ヱأ ヵヱゅジゎ
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 ベヲヘゎ60 %  リョ モホأヱ70 %. 

- るـトボル: るレジヤャ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るらジル ろルゅミ やクま (1-N) ヱأ ヵヱゅジゎ

 ベヲヘゎ50 %  リョ モホأヱ60 %. 

- 0 ヅゅボレャや リョ : るレジヤャ るルゅΒダャや ラやヲレバよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや るらジル ろルゅミ やクま(1-N)  モホأ

 リョ50 %. 

 リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るよゅホゲャや るゃΒワ りゅプやヲョ
 ウャゅダヨヤャ るョゅバャや

ゅヰよ るΒョヲヨバャや 

 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ 
 リΒハ ヴヤハ ゅヰレョ ろらんわャや

ラゅムヨャや 

- .るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボわャや ヶثΚんャや テトガヨャや 

-  ( "ゆキأ" るョヲヌレョ リョ ァゲガわジョラやヲレバよ )るルゅΒダャや 
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りやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ : メヱأや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや4.1 るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ るΑギヤらャや キヲヰイョ : 

やΕ ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 

-  リّΒエョ ブゼミヱ るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ ゅワキヲヰイョ るバよゅわヨャ リΒエّョ ゲわプキ るΑギヤらヤャ モワ
モボレャや モئゅシヱ るバよゅわヨャ るプゅヌレヤャ るダダガヨャや ؟. 

-  れゅΑゅヘレャや ヶプ フゲダわヤャ ヵギヤよ テトガョ るΑギヤらヤャ モワ؟. 
- るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ りゲムわらョ ベゲヅ ヱأ れゅョギカ ギィヲゎ モワ؟ 
- レヨャや れΚツヘャや るらジル ヶワ ゅョるヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴ るハヲプゲヨャや ؟   

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

るハヲプゲヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ リトャゅよ るレジヤャ (1-N) X1000 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 るレジヤャ るらジレャゅよ るイわレヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ(1-N)  
ミ ラأヱ ユヤバャや ノョるイわレヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨ るレジヤャ るらジレャゅよ  =
や ァゅわルま テシヲわョェやヲャや キゲヘャギ ュヲΒャや ヶプ Α ヵグャや メキゅバ0.8  ヒミx  ラゅムシ キギハ

るΑギヤらャやX365 ュヲΑ . 
 キギハ ヶョヲムエャや ゲョΕや ょジェ ヮトらッ ノホヱ るΑギヤらャや ラゅムシ キギハ1033  るレジャ2017 

 ヶプ ォケぽヨャや19  ゲらヨわらシ2017  ペヤバわヨャやキギハ テらツよ や ザャゅイヨャや ءゅツハأ.るΑギヤらャ 
ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 9  ヅゅボル 

ユΒΒボわャや サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル 

* るプゅヌレャや ゲわプキ : 
- リΒわトボル ゅワキヲヰイョ るバよゅわヨャ リΒエّョ ゲわプキ ゅヰΑギャ るΑギヤらャや ラأ りケヲタ ヶプ :

モボレャや モئゅシヱ るバよゅわヨャ リّΒエョ ブゼミヱ るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ  るダダガヨャや
 るプゅヌレヤャ. 

- 0 ヅゅボレャや リョ.マャク フΚカ ヶプ : 
* るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ ギΑギイわャや : 
- リΒわトボル りケヲタ ヶプ :ろョギホ  ヱأ りギΑギィ るョギカ るΑギヤらャや ろヤヨバわシや るボΑゲヅ

.るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ りゲムわらョ 
- 0 ヅゅボル . マャク フΚカ ヶプ : 
* るハヲプゲヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るらジル: 
- 3 ヅゅボル るハヲプゲヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るらジル ろルゅミ やクま :

 ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ80 %. 
- 0 ヅゅボレャや リョ るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るらジル ろルゅミ やクま :

 リョ モホأ るハヲプゲヨャや80 %. 
*れゅΑゅヘレャや ヶプ フゲダわヤャ ヵギヤらャや テトガヨャや : 
- リΒわトボル  ヶプ フゲダわヤャ テトガョ るΑギヤらャや ろバッヱ りケヲタ ヶプ :

.れゅΑゅヘレャや 
- 0 ヅゅボレャや リョ.マャク フΚカ ヶプ : 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
ャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャやゅヰよ るΒョヲヨバャや ウ 

 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ヴヤハ ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ  

- .るプゅヌレャや ゲわプキ 
- モボレャや モئゅシヱ るバよゅわョ ブゼミ るプゅヌレヤャ るダダガヨャや. 
-  )...،ペئゅثヱ ،ケヲタ( るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ りキギイヨャや るボΑゲトャや ヱأ るョギガャや 
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るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや :ヶルゅんャや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや1.2 ま ヶプ リΒレヅやヲヨャや るミケゅゼョ : ケゅヨんわシإャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハ 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 

- ケゅヨんわシΘャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ(N)  るよケゅボョ キゅヨわハゅよ

るャヲらボョ るΒミケゅゼゎ؟ 

-  ヶプ リΒレヅやヲヨャや るミケゅゼョ るらジル ヶワゅョ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハま

ケゅヨんわシΘャ؟  

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

リΒミケゅゼヨャや キギハ ヶプ  れゅハゅヨわィΗや るレジャや メΚカN-1)  )るタゅガャや  アョゅルゲらャや キやギハみよ
 るレジヤャ るらジレャゅよ ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや( ( N 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
るΑギヤらャや ラゅムシ キギハ 

 
ロギΑギエゎ ノホヱ るΑギヤらャや ラゅムシ キギハ  キギハ ヶョヲムエャや ゲョΕや ュゅムェأ ヴツわボヨよ1033  るレジャ

2017  ヶプ ォケぽヨャや19  ゲらヨわらシ2017  ザャゅイヨャや ءゅツハأ キギハ テらツよ ペヤバわヨャや

 .るΑギヤらャや 

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 8 ヅゅボル 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

- 8 ヅゅボル  ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ るミケゅゼヨャや るらジル ろルゅミ やクま :1%. 

- 6 ヅゅボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ るミケゅゼヨャや るらジル ろルゅミ やクま :0.75 %  リョ モホأヱ
1 %. 
- 4 ヅゅボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ るミケゅゼヨャや るらジル ろルゅミ やクま :0.5%  リョ モホأヱ

0.75 %. 
- リΒわトボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ るミケゅゼヨャや るらジル ろルゅミ やクま :0.25 %  リョ モホأヱ

0.5 %. 
- 0 ヅゅボレャや リョ リョ モホأ るミケゅゼヨャや るらジル ろルゅミ やクま :0.25% ユわΑ ユャ ヱأ 

ケゅヨんわシΘャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハまるレジヤャ(N)ョ キゅヨわハゅよるャヲらボョ るΒミケゅゼゎ るよケゅボ. 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや

 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 

 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや

ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

- .リΒミケゅゼヨャや ケヲツェ れゅホゅトよ 

- ヵギヤらャや ケゅヨんわシΗや アョゅルゲらャ キやギハΗや れゅジヤィ ゲッゅエョ るレジャ N. 
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るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや :ヶルゅんャや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや2.2   るΑギヤらャや ペئゅをヲャや ヴャま クゅヘレャや : 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 
-  るΑギヤらャや "ゆやヱ " ノホヲョ ヴヤハ ゅワゲゼル ユゎ ヶわャや ペئゅثヲャや キギハ ヲワ ゅョ؟ 

-  れゅルΚハΗや るェヲャ ヴヤハ ゅワゲゼル ユゎ ヶわャや ペئゅثヲャや キギハ ヲワ ゅョ؟ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ ــــــــــــ 
ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 7 ルヅゅボ 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

* るΑギヤらャや " ゆやヱ " ノホヲョ ヴヤハ ゲゼレャや : 

- 5 ヅゅボル  ソヲダレヨャや ペئゅثヲャや ノΒヨィ ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :

.ゅヰよ ソゅガャや "ゆやヲャや" ノホヲョ ヴヤハ サゅΒボヨャや やグヰよ ゅヰΒヤハ 

- リΒわトボル ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :12  ヴヤハ モホΕや ヴヤハ るボΒثヱ

ガャや "ゆやヲャや" ノホヲョ. ゅヰよ ソゅ 

- 0 ヅゅボレャや リョ リョ モホأ ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :12  ヴヤハ るボΒثヱ

. ゅヰよ ソゅガャや "ゆやヲャや" ノホヲョ 

* れゅルΚハΗや るェヲャ ヴヤハ ゲゼレャや : 

- リΒわトボル ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :15  るェヲャ ヴヤハ るボΒثヱ

. れゅルΚハΗや 

- るトボル ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :12  るェヲャ ヴヤハ モホΕや ヴヤハ るボΒثヱ

ハΗや. れゅルΚ 

- 0 ヅゅボレャや リョ リョ モホأ ゲゼレよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :12  ヴヤハ るボΒثヱ

 .れゅルΚハΗや るェヲャ 

 ّΒバわΑ ヶわャや ペئゅをヲャや るヤヨィゅワゲゼル るΑギヤらャや ヴヤハ リ: 
1- .ンヱゅムゼャや るイャゅバヨャ ヶثΚんャや ゲΑゲボわャや 

2- .ゅワゲئやヱキヱ ヶヨシゲャや ゅワゲボョ ラやヲレハ ،るΑギヤらヤャ ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャや 

3- ゼャやヱ リΒレヅやヲヨヤャ りやギジヨャや れゅョギガャや ヶプ るヨئゅホ リョ ゅワキゅレシや リムヨヨャや ギئゅヰ

.ゅヰヤらホ 

4- れゅジヤィ ゲッゅエョ るΑギΒヰヨわャや れやケヱギャや 

5- れゅジヤィ ゲッゅエョ .るΑキゅバャや れやケヱギャや 

6- るΑギヤらャや るΒルやゴΒョ)れゅルΚハΗや るェヲャ ヴヤハ ロゲゼル ノボΑ ゾガヤョ(. 
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7-  ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや 

8- ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらヤャ キやギハΗや れゅジヤィ ゲッゅエョ ロゲゼル ノボΑ ゾガヤョ(

)れゅルΚハΗや るェヲャ ヴヤハ. 

9- れゅよゅジエャや るΑギヤらヤャ るΒャゅヨャや 

 やキΕや ユΒΒボゎ るイΒわル るレジャ2018ء -10

11- .るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ るバよゅわヨャ りキゅΒホ メヱギィ 

12-  ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョゅルゲよ 

13- るΑギヤらャや ポΚョأ ヶプ るヨئゅホ ( リョ るガジル ヵゲわプギャ りゲΒカΕやヱ ヴャヱΕや るエヘダャや

ワゲゼル ノボΑ るΑギヤらャや ポΚョΕやヨ.)れゅルΚハΗや るェヲャ ヴヤハ ゅ 

14- ュギボわャ ヶシやギジャや ゲΑゲボわャや  ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ 

15-. ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャや 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 

 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

- ル ユゎ ヶわャや ペئゅثヲャや リヨツわゎ れゅルΚハΗや るェヲャ リョ ケヲタゅワゲゼ  ノョ

 ゅヰボΒヤバゎ ユゎ ヶわャや ペئゅثヲャゅよ ドゅヘわェΗや. 

-  ユゎ ヶわャや ペئゅثヲヤャ るらジレャゅよ るΑギヤらャゅよ ソゅガャや "ゆやヲャや" ノホヲョ リョ ァゲガわジョ

. ヮΒヤハ ゅワゲゼル 
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るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや :ヶルゅんャや メゅイヨャや 

 サゅΒボヨャや3.2  モィأ ヶプ ンヱゅムゼャや るイャゅバョ :21   ュヲΑ 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 
- ャ モワ ンヱゅムゼャや るイャゅバヨャ リΒエّョ ゲわプキ るΑギヤらヤ؟ 

- モィأ ヶプ ンヱゅムゼャや るイャゅバョ るらジル ヶワ ゅョ ロゅダホ؟ 21 أ ュヲΑ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

 モィأ ヶプ るイャゅバヨャや ンヱゅムゼャや キギハ21 ュヲΑ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

             るハキヲヨャや ンヱゅムゼャや キギハ るレジヤャ るらジレャゅよ るΑギヤらャや ンギャ(1-( N  
ゆゅイΑΗや ヱأ ょヤジャゅよ ゅヰヤハ キゲャや ンヱゅムゼャや るイャゅバヨよ ギダボΑヱ ハや ラヱキ(أ ケゅらわ ゲΒビ ンヱゅムゼャやヱ モトバャや ュゅΑ

. )るレヨツヨャや 

- .) ゅΒよゅイΑま ラヲムΑ ラأ りケヱゲツャゅよ ザΒャ ( やキケ ヴボヤゎ ヶミゅゼャや ラأ ヶレバゎ ンヱゅムゼャや るイャゅバョ ラま 
ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 10 ヅゅボル 

ャや ュゅヌルユΒΒボわャや サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわ 

 ギレジΑ ンヱゅムゼャや るイャゅバヨャ リΒエّョ ゲわプキ るΑギヤらャや ンギャ ゲプヲわΑ ユャ りケヲタ ヶプ
ヅゅボレャや リョ ゲヘタ ゅヰャ. 

ンヱゅムゼャや るイャゅバヨャ リΒエョ ゲわプキ るΑギヤらヤャ ゲプヲゎ りケヲタ ヶプ : 

- 10 ヅゅボルホ りケヲタ ヶプ :ュゅΒ  るΑギヤらャや るハキヲヨャや ンヱゅムゼャや ノΒヨィ るイャゅバヨよ

 コヱゅイわΑ ユャ モィأ ヶプ ゅヰャ21 .ュヲΑ 

5 ヅゅボル : りケヲタ ヶプよ るΑギヤらャや ュゅΒホ ンヱゅムゼャや るイャゅバヨ ゅヰャ るハキヲヨャや ヶプ

 コヱゅイわΑ ユャ モィ21أ  ュヲΑ るらジレよ ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ80 %  リョ モホأヱ
100%. 

- リΒわトボル  : りケヲタ ヶプよ るΑギヤらャや ュゅΒホ ンヱゅムゼャや るイャゅバヨ ゅヰャ るハキヲヨャや ヶプ

 コヱゅイわΑ ユャ モィ21أ  ュヲΑ るらジレよ ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ60 %  リョ モホأヱ80 %. 

- 0 ヅゅボレャや リョ :ケヲタ ヶプ りよ るΑギヤらャや ュゅΒホ ンヱゅムゼャや るイャゅバヨ ゅヰャ るハキヲヨャや

 コヱゅイわΑ ユャ モィأ ヶプ21  ュヲΑるらジレよ  リョ モホ60أ %. 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 
 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

- .るΑギヤらャや ンギャ るハキヲヨャや ンヱゅムゼャや 

-  ゲわプキヶプ フゲダわャや ゅムゼャやンヱ. 

ャやゲΑケゅボわ ャやるΒثΚん よ るボヤバわヨャや. ンヱゅムゼャや るイャゅバヨ 
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るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや :ヶルゅんャや メゅイヨャや 

 サゅΒボヨャや4.2    るΒハゅヨわィإやヱ るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま ュやゲわェや : 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ - ィΗ るボよゅトョ るΑギヤらャや ノΑケゅゼョ ラأ モワヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや ユΒΒボわャや れやءやゲ؟ 

Ηや るボΑゲヅゆゅジわェ ـــــــــــــــ 

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 9  ヅゅボル 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

9 ヅゅボル りケヲタ ヶプ :よゅイわシやるΑギヤらャや ろ  キやギハま ヶプバΑケゅゼョゅヰ ャモョゅム 

ま: ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや ユΒΒボわャや れやءやゲィ 

-  るΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま ゾエプヱ ペΒホギわャ ラヲハ ブΒヤムゎ

ケゅゼヨャ.)メゅダゎや るトボル ( るΑギヤらャや ノΑ 

- るΑギヤらャや ノΑケゅゼョ ノΒヨィ ブΒレダゎ ユゎ  るャヲヨヨャやゲらハ  チヱゲボャや ベヱギレタ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ  ベヱギレタ ヴャま ブΒレダわャや メヱギィ るャゅェまヱ

.るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや 

-  ヶゃΒらャや フゲダわヤャ アョゅルゲよ ノッヱ ユゎ "ゆ" るヘレダヨャや ノΑケゅゼヨャや ノΒヨィ

. ゅヰルほش ヶプ ヶハゅヨわィΗやヱ 

-  アョやゲよ "ゆ" ブレタ リョ ノΑケゅゼヨヤャ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや

ゲィまろΑ .ゅヰルほش ヶプ るΒョヲヨハ れやケゅゼわシや 

-  ゅヰΒヤハ ベキゅダヨャや るΑギヤらャや ノΑケゅゼヨャ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョやゲよ

.ゅワゲゼル ユゎ 

- るΒゃΒらャや れやゲثぽヨャや ヵキゅヘわよ るタゅガャや れやءやゲィΗや ァやケキま  るΒハゅヨわィΗやヱ

(チヱゲバャや ょヤヅ れゅシやゲムよ  ノΑケゅゼヨヤャ)ァ ヱأ ゆ るヘレダヨャや. 

- Εや ょジェ るΒثΚんャや ゲΑケゅボわャや るャゅェま ヴャま メゅィΓや ヶプ チゲピヤャ ギّバヨャや ァクヲヨル

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ( ヶヤΑ ヵグャや ゲヰゼャや メΚカ

 )るΒثΚث モミ ょわムョ ユわカ リヨツわゎベヱギレダヤャ ヵヲヰイャや ネゲヘャや テらッ . 

4 ヅゅボル りケヲタ ヶプ :ヶئゴイャや るΑギヤらャや ノΑケゅゼョ るよゅイわシや  ユΒΒボわャや れやءやゲィΗ

ヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや:ヶハゅ 

-  るΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま ゾエプヱ ペΒホギわャ ラヲハ ブΒヤムゎ

.)メゅダゎや るトボル ( るΑギヤらャや ノΑケゅゼヨャ 
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- るΑギヤらャや ノΑケゅゼョ ノΒヨィ ブΒレダゎ ユゎ  るャヲヨヨャやゲらハ  チヱゲボャや ベヱギレタ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ  ベヱギレタ ヴャま ブΒレダわャや メヱギィ るャゅェまヱ

 .るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや 

- ノΑケゅゼヨャや ノΒヨィ  ヶゃΒらャや フゲダわヤャ アョゅルゲよ ノッヱ ユゎ "ゆ" るヘレダヨャや

. ゅヰルほش ヶプ ヶハゅヨわィΗやヱ 

-  "ゆ" ブレタ リョ ノΑケゅゼヨヤャ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョやゲよ

ゲィまろΑ .ゅヰルほش ヶプ るΒョヲヨハ れやケゅゼわシや 

-  ゅヰΒヤハ ベキゅダヨャや るΑギヤらャや ノΑケゅゼヨャ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョやゲよ

.ゅワゲゼル ユゎ 

- ヨャや ヵキゅヘわよ るタゅガャや れやءやゲィΗや ァやケキま るΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや れやゲثぽ

 チヱゲバャや ょヤヅ れゅシやゲムよ ( ノΑケゅゼヨヤャ) ァ ヱأ ゆ るヘレダヨャや. 

0 ヅゅボレャや リョ: ヶプ リョ りギェやヱ るャゅェ ヵأ :るΒャゅわャや れΙゅエャや 

- コゅイルま ュギハ  りケヲタ ヶプ  るよヲヤトヨャや れやءやゲィΗや ゾガΑ モヨハ ヵأ

 ゅヘルآ ゅヰΒヤハ ソヲダレヨャやヱ. 

- るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま ゾエプヱ ペΒホギわャ ラヲハ ブΒヤムゎ ュギハ りケヲタ ヶプ 

.)メゅダゎや るトボル ( るΑギヤらャや ノΑケゅゼヨャ るΒハゅヨわィΗやヱ 

- . ヮヘΒレダゎ ラヱキ ネヱゲゼョ グΒヘレゎ りケヲタ ヶプ 

-  アョゅルゲよ キやギハま ラほش ヶプ るΒョヲヨハ れやケゅゼわシゅよ ュゅΒボャや ュギハ りケヲタ ヶプ

.ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや 

-  アョゅルゲよ コゅイルま ラヱキ "ゆ " ブレタ リョ ネヱゲゼョ グΒヘレゎ りケヲタ ヶプ

. ヮルほش ヶプ ヶハゅヨわィやヱ ヶゃΒよ フゲダゎ 

-  ّΒらゎ りケヲタ ヶプ れやءやゲィΗや リΒヨツゎ ュギハ リるΒゃΒらャや  るΒハゅヨわィΗやヱ

ヅヱゲゼャや れゅシやゲムよ ゅヰハやヲルほよ  ( ノΑケゅゼヨヤャ)ァ ヱأ ゆ るヘレダヨャや.  

 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 

 ــــــــــــــــ

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや- .ブΒヤムわャや ケやゲホ 
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ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ - ェま メヱやギィるャゅ  ンギャ るΒثΚんャや ゲΑケゅボわャや ヶプャ るΑヲヰイャや ネヱゲヘャや ベヱギレダ

るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや  ょわムョ ユわカ リヨツわゎ ネゲヘャや テらッ

 ベヱギレダヤャ ヵヲヰイャや. 

- リョ オジル  ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャゅよ るボヤバわヨャや るΒثΚんャや ゲΑケゅボわャや

.るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ンギャ るハキヲヨャや 

-  るヨئゅホゼヨャや ブΒレダゎノΑケゅ(Liste de tri) . 

-  ヶゃΒらャや フゲダわャゅよ るボヤバわヨャや るΒョヲヨバャや れやケゅゼわシΗや ゲッゅエョ

 ヶハゅヨわィΗやヱ. 

-  フゲダわャや れやءやゲィみよ るボヤバわヨャやヱ ゅワゲゼル ノホヱ ヶわャや ペئゅثヲヤャ ァゲガわジョ

. ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや 

- オジル  ヴヤハ るホキゅダヨャや リョ.ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョやゲよ 
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 メゅイヨャや:ゑャゅんャや エゎキケやヲヨャや リΒジ 
 サゅΒボヨャや1.3  ヶプ ろヤイシ ヶわャや ケヱゅエヨャやヱ ノΒضやヲヨャや れやケギボャや ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ザムバΑ :

   .れゅらシゅエヨャや りゲئやキ モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱ ءやキأや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ ゾئゅボル ゅヰルゅش 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 

- ャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ ゅレヨツわョ れやケギボャや ユハギ

 ゲΑゲボゎヱ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ るヤイジヨャや れΙΚカΗやヱ ゾئゅボレャや

 モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャやるヨムエョ  れゅらシゅエヨャや؟   

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ ـــــــــــــــ 

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 7  ヅゅボル 

ユΒΒボわャや サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル 

- 7 ヅゅボルャや ラأ りケヲタ ヶプ : フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲら
るレジヤャ るらジレャゅよ(1-N)  るヤイジヨャや れΙΚカΗやヱ ゾئゅボレャや リヨツゎ ゲΑゲボわャゅよ

やキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ラやヲレバよ 3-N  モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱء
るヨムエョ れゅらシゅエヨャや  るレジヤャ るらジレャゅよ3-N . 

- 5 ヅゅボル : フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ラأ りケヲタ ヶプ
レジヤャ るらジレャゅよ る(1-N)   るヤイジヨャや れΙΚカΗやヱ ゾئゅボレャや リヨツゎ ゲΑゲボわャゅよ

やキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや  ラやヲレバよ3-N ヱ りキヲィヲヨャや れΙΚカΗや リヨツわΑ ユャء
よ モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボわるヨムエョ れゅらシゅエヨャや  るレジヤャ るらジレャゅよ3-N 
- リΒわトボル れやケギホ ユハギャ ヵヲレシ アョゅルゲよ ノッヱ るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプ :

るレジヤャ フゲダわャや (1-N) わΑ ユャ るヤイジヨャや れΙΚカΗやヱ ゾئゅボレャや リヨツ
やキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ  ラやヲレバよ3-N  ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱء

 モらホ リョるヨムエョ れゅらシゅエヨャや  るレジヤャ るらジレャゅよ3-N. 
- 0 ヅゅボレャや リョ . マャク フΚカ ヶプ : 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 

-  リョ るガジルジャや アョゅルゲらャやよヲエダョ フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレゅ るボΒثヲよ 
ゾΒガゼゎ . リΑヲムわャや れゅィゅΒわェや 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ヴヤハ ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ 

-  れΙΚカΗやヱ ゾئゅボレャや ヶプΚわャ ゅヰバッヱ ユゎ ヶわャや モヨハ るトカ るヤイジヨャや
 モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャや ゲΑゲボゎヱ ءやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよるヨムエョ 

れゅらシゅエヨャや. 
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 メゅイヨャやキケやヲヨャや リΒジエゎ :ゑャゅんャや 
 サゅΒボヨャや2.3  テトガョ ノضヱ ゅヰレョ るタゅخ るΑゲゼらャや キケやヲヨャや ヶプ ゅヰボΒらトゎヱ フゲダわャや れやヱキأ キゅヨわハや:

. れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リΒエョ ヵゲΑギボゎ 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ ヵヲレジャや フギヰヤャ るらジレャゅよ ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ コゅイルま るらジル ヶワ ゅョ؟ 
- ゲΑギボゎ テトガョ るΑギヤらャや ろバッヱ モワ؟ れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リّΒエョ ヵ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キギハ りゴイレヨャや 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 るΑギヤらャや ヶヘドヲョ キギハX ャやヵヲレジャや フギヰ 
 ラأヱ ゅヨヤハヵヲレジャや フギヰャや ボヨャゅよ モヨバャや リョ ヴャヱΕや るレジヤャ るらジレャゅよ ヲワ りギΑギイャや ザΒΑゅ50 % ゅョأ ،

 ヲワ るΒルゅんャや るレジヤャ ヵヲレジャや フギヰャや100 %. 

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 7 ヅゅボル 

ユΒΒボわャや サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル 

* ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キやギハま : 
 
4 ヅゅボル るΑギヤらャや ペΒボエゎ りケヲタ ヶプ :100 % や リョ. ヵヲレジャや フギヰャ 
2 ヅゅボルジル るΑギヤらャや ペΒボエゎ りケヲタ ヶプ : ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ コゅイルま るら50 % 

 リョ モホأヱ100 % .ヵヲレジャや フギヰャや リョ 
0 ヅゅボレャや リョ マャク フΚカ ヶプ : 
 
* れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リΒエّョ ヵゲΑギボゎ テトガョ ノッヱ: 
3 ヅゅボル リヰヨヤャ リΒエョ ヵゲΑギボゎ テトガョ ノッヲよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :

 キゅヨわハΗゅよ れゅィゅΒわェΗやヱ ゾئゅボレャや ギΑギエゎヱ ゾΒガゼゎ リヨツわΑ れやءゅヘムャやヱ
ャや れゅホゅトよ ヴヤハ ヶヘΒドヲャや ブタヲゎ ラأ リΒバわΑ ヶわャやラやヲハΕや るプゅミ モヨゼ، 

ヤエャや キゅイΑやヱ リΑヲムわャゅよ ュゅΒボャや(ゾئゅボレャや マヤゎ ヶプΚわャ るヤΒヘムャや メヲ
れゅよやギわルΗやヱ ).... ، 

 るトボル ّエョ ヵゲΑギボゎ モョゅش テトガョ ノッヱ るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプ : リΒ
ゾئゅボレャや ゾΒガゼゎ リヨツわΑ れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ  キゅヨわハΗゅよ れゅィゅΒわェΗやヱ

ドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ ヴヤハヶヘΒ ゎ ラأ リΒバわΑ ヶわャや.ラやヲハΕや るプゅミ モヨゼ 
- 0 ヅゅボレャや リョ . マャク フΚカ ヶプ : 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 
- ヵゲΑギボわャや テトガヨャや リョ るガジル リΒエّヨャや . れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

- ヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ.ヶ 
- .れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リّΒエヨャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや 
- .るΑギヤらャや ヶヘドヲョ キギハ リヨツわΑ るョヲヌレヨャや リョ ァゲガわジョ 
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キケやヲヨャや リΒジエゎ :ゑャゅんャや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや3.3 ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや るΒバضヱ るΑヲジゎ : 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ 

-  るレシ ラやヲレバよ ラヲΑキ るΑギヤらヤャ モワ2-N  ゅョヱゅヰボらシ ؟  

- ゅヰルヲΑキ ゲΒヰトわャ テトガョ ノッヲよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ؟ 

- るレジヤャ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ヒャゅらヨャや モワ(1-N) ラやヲレバよ 

 ラヲΑギャや ァケギョ ヲワ ゅヨよヱ ペよゅトわΑラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ  ؟ 

 ラヲΑギャや ソΚカ るらジル ヶワ ゅョ ؟ -

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

るレジヤャ ゅヰタΚカ ユゎ ヶわャや ラヲΑギャや るヤヨィ (1-N) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 るレジヤャ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや るヤヨィ(1-N) 

 -  ،るΒョヲヨバャや れゅジシぽヨャや ،ソやヲガャや(ゲΒピャや ءやコま るΑギヤらャや るョグよ ギヤガゎ ゅョ モミ ،リΑキ ゲらわバΑ

 )るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ユわΑ ラأ ラヱキ ヮタΚカ モィأ モェヱ

ギΑギジゎ.ロ 

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 8 ヅゅボル 

 サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル
ユΒΒボわャや 

-  テトガョ ノッヱ リョ りゅヘバョ ヶヰプ ،ラヲΑキ ゅヰャ ろジΒャ るΑギヤらャや ラأ りケヲタ ヶプ
 ،ラヲΑギャや ゲΒヰトわャヮΒヤハヱ Ι  ゆゅジわェや ノボΑ やグワ ラやヲレバよ りギレジヨャや ヅゅボレャや キギハ

. サゅΒボヨャや 
- や りケヲタ ヶプメヲわゎ ユャヱ ラヲΑキ るΑギヤらヤャ ラأ ウツゎ ョ ノッヱ ゲΒヰトわャ テトガ

 ゅヰャ ギレジΑ ゅヰルヲΑキ0 .ヅゅボレャや リョ 

*  ゲΒヰトわャ テトガョ ノッヱ ユゎ るャゅェ ヶプ るΑギヤらヤャ ゅワキゅレシま リムヨΑ ヶわャや ヅゅボレャや

:ラヲΑギャや 

- 5 ヅゅボル ろョゅホヱ ゅヰルヲΑキ ゲΒヰトわャ テトガョ ノッヱ るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプ :

ヨΒシゲわよゅヰ るΒルやゴΒヨャゅよ るレジヤャ (1-N). 

- リΒわトボル: ゅヰルヲΑキ ゲΒヰトわャ テトガョ ノッヱ るΑギヤらャや ろャヲゎ りケヲタ ヶプ  ゲΒビ ،

 るレジヤャ るΒルやゴΒヨャゅよ るヨシゲヨャや ヒャゅらヨャや ラأ(1-N)   Ιゎ ァケギョ ヲワ ゅョ ノョ ペよゅトわ

.ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ 
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*  るΑギヤらヤャ ゅワキゅレシま リムヨΑ ヶわャや ヅゅボレャやるャゅェ ヶプ :ゅヰルヲΑキ ソΚカ 

- 3 ヅゅボル ソΚガよ るΑギヤらャや ろョゅホ りケヲタ ヶプ :100 %  ゅヰルヲΑキ リョ

 るレジヤャ ゅヰわΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや(1-N)  . 

リـــΒわトボルケヲタ ヶプ : るヨシゲヨャや ゅヰルヲΑギャ ソΚカ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ り

るレジヤャ ゅヰわΒルやゴΒヨよ (1-N) ベヲヘゎヱأ ヵヱゅジゎ78 % リョ モホأヱ088 .  % 

-  るــトボル るヨシゲヨャや ゅヰルヲΑギャ ソΚカ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ :

 ゅヰわΒルやゴΒヨよるレジヤャ(1-N)   ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ48 % リョ モホأヱ78 %  . 

- 0  ヅゅــボレャや リョ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ : ゅヰルヲΑギャ ソΚـカ

 るレジヤャ ゅヰわΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや(1-N)  リョ モホ48أ .% 

 るゃΒワ りゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 

- ."ゆキأ " るョヲヌレョ リョ ァゲガわジョ 

 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

- .ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガョ 

 - ヘャやりゲボ 78 るらジレャゅよ るΒルやゴΒヨャや リョ  るレジヤャ(1-N). 
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キケやヲヨャや リΒジエゎ :ゑャゅんャや メゅイヨャや 
 サゅΒボヨャや4.3    るダヤガわジヨャや るΒゎやグャや キケやヲヨャや ケヲトゎ : 

Εや ゅヰΒヤハ るよゅィΗや リΒバわΑ ヶわャや るヤゃシ -  るダヤガわジヨャや るΒゎやグャや キケやヲヨャや ケヲトゎ るらジル ヶワゅョ؟ 

ゆゅジわェΗや るボΑゲヅ 

 

モイジゎ ヶわャや キケやヲヨャや るダヤガわジヨャや るΒゎやグャや キケやヲヨャゅよ ギダボΑ  ヶプ やギヰィ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや

. りゲشゅらョ るヘダよ ゅヰタΚガわシや 

 
るレジヤャ るらジレャゅよ ヂΒよゅボヨャや るヤヨィ (1-N)-るレジヤャ るらジレャゅよ ヂΒよゅボヨャや るヤヨィ )2-N) 

 X100                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

ャゅよ ヂΒよゅボヨャや るヤヨィるレジヤャ るらジレ (2-N) 

 

 التゅلية 9 بالعنヱان اأヱل بالمقابيض جمるヤ المヱارد المحققるويقصد 
 

ヱ-  . لصنف اأولゅب れراゅالموظفة على العق ュليゅجملة المع 

ヲ- . ヶنゅالصنف الث ュليゅجملة مع  

ン-  ء الفصلゅاستثنゅلث بゅالصنف الث ュليゅجملة معンン.5ン 

ヴ-  . الصنف الرابع ュليゅجملة مع  

ヵ- الصنف ال ュليゅجملة مع ポواأما れراゅصيل بيع العقゅء محゅاستثنゅمس بゅخ
   اأخرى.

                                                       

ロキゅレシま リムヨΑ ヵグャや ヴダホΕや キギバャや 10 ヅゅボル 

ユΒΒボわャや サゅΒボヨよ ペヤバわヨャや テΒボレわャや ュゅヌル 

- 10 ヅゅボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ ゅヰツΒよゅボヨャ ケヲトゎ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ :

08.% 

- 8 ヅゅボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ ゅヰツΒよゅボヨャ ケヲトゎ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ :7 % 

 リョ モホأヱ08 .% 

- 4 ヅゅボル ベヲヘゎ ヱأ ヵヱゅジゎ ゅヰツΒよゅボヨャ ケヲトゎ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ :5 % 

 リョ モホأヱ7 %. 

- 0 ヅゅボル リョ リョ モホأ ゅヰツΒよゅボヨャ ケヲトゎ るらジル るΑギヤらャや ろボボェ りケヲタ ヶプ :5 .% 

ゅプやヲョ リΒバわΑ ヶわャや ペئゅثヲャや るゃΒワ り
 るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや

ゅヰよ 
 

 ヶわャや ペئゅثヲャやリّΒバわΑ  ゅヰレョ ろらんわャや
ラゅムヨャや リΒハ ヴヤハ 

-  リΒわレジヤャ ヂΒよゅボヨヤャ るらジレャゅよ "ゆキأ " るョヲヌレョ リョ ァゲガわジョ(1-N)ヱ 
2-N . 

 



43 
 

 ァクヲヨルأ ゆヲわムョ ネやギΑإブヤョ ءやキأや ユΒΒボゎ                                                  
  

              るΒジルヲわャや るΑケヲヰヨイャや 
                 ャや りケやコヱるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼ  

                ....... るΑΙヱ.................. 
                     るΑギヤよ ......................... 

                                                                                                                                                                    
..../../.. ヶプ ........ 

 ザΒئケ リョるΑギヤよ ............ 

ヴャま 

Βジャやــ ギΒئケـــョヲムエャや ザــ る 
(るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ)  

 るョヲムエャや るェゅシ (ـ  るらダボャや1020  ) ザルヲゎ 
 

 
ヨャやضــヲــネヲ: メヲェ  ءやキΕや ユΒΒボゎよ.........るΑギヤら....るレシ ラやヲレバよ .................... .   

ヨャやェゅダــょΒ: ءやキΕや ユΒΒボゎ ブヤョ . 

 

... ......やキΕや ユΒΒボゎ  ヵヲレジャやよるΑギヤらء やグワ るボプケ- ブヤョ -أラほよ フゲゼゎ أバよヱギ ،ユムΒヤハ モΒェـــ            

 るレシ ラやヲレバよ................ キやギハま ユゎ ، ロΒホやギダヨャやヱ るّホギャや モョゅムよる ェ マャクヱ リョ ゅレΑギャ ゲプヲわΑ ゅョ ょジ

フゲダゎ れやケギホ،  るΒャゅエャやヱ るΒボΒボエャや るΒバッヲャや ザムバΑ ゅヨよヱ.るΑギヤらャゅよ 

           ゑΒェヱ  ゅレハΚヅま ギミぽルヶヤヨバャや モΒャギャや れゅΒツわボョ ヴヤハ リΒエّヨャや  ءやキΕや ユΒΒボわよ ペヤバわヨャや

ャゅよるΒヤエヨャや れゅハゅヨイ ヤヨわエヨャや ケゅثΓやヱΒバッヲャや ザムバゎ Ι るヅヲヤピョ れゅΒトバヨよ ウΑゲダわャや リハ るらゎゲわヨャや る る

 るΒボΒボエャやるΑギヤらヤャ، ルみプフゲゼわル ゅレ よヲハギゎ りケゅΑゴャ ユムるΑギヤらャや  れゅョヲヤバヨャやヱ れゅΒトバヨャや るエّタ ペΒホギゎ ギダホ

 るレヨツヨャやヱ るョギボヨャやよブヤヨ  . ユムエャゅダョ ンギャ ネキヲヨャや ءやキΕや ユΒΒボゎ モミ ゅヰΑギャ ゲプヲわゎ るΑギヤらャや ラأヱ ゅヨヤハ

ゅΒトバヨャやヱ れゅョヲヤバヨャゅよ るホΚバャや れやク れやギΑぽヨャやヱ ペئゅثヲャや ユΒΒボわャや りケゅヨわシゅよ りキケやヲャや れヱワ ヶ ゅヰバツゎ

 ギレハ るΒョヲヨバャや ウャゅダヨヤャ るョゅバャや るよゅホゲャや るゃΒワ ウャゅダョ るョク ヴヤハ.ょヤトャや 

                                                                   ــــاジャやヱュـ                                                                    
                                                                                                                                                                         

 ザΒئケるΑギヤらャや.......................                                                                                                                                          
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         るΒジルヲわャや るΑケヲヰヨイャや 
 るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ 

.........................: るΑΙヱ 
.........................: るΑギヤよ 

 
 
 

るレシ ラやヲレバよ ءやキأや ユΒΒボゎ りケゅヨわシや 2019 
 
 

 

 メやぽジャや ゆやヲイャや れゅヌェاョ 
ゎ : メヱأや メゅイヨャやりやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエ 

サゅΒボヨャや1.1 ヵギヤらャや ケゅヨんわシإや アョゅルゲらャ ヶャゅヨャや コゅイルإや : 

0.0 

  ケゅヨんわシΘャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ                                   ユバル                    Ι ؟

ボゎ るャゅェみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワゲΑゲヵ  ュギボゎグΒヘレゎ  アョゅルゲらャや

ヨんわシΘャ ヵヲレジャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま ケゅ

 メゅィΓや ヶプ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ؟

                                   ユバル                     Ι  

 ゅョ るヤヨィ ヶワれゅボヘル ケゅヨんわシΗや ヰプゲタ アョゲらヨャやゅ  るレジャ

 ؟ 2019

れゅボヘレャや るヤヨィ ヰプゲタ アョゲらヨャやゅ  るレジャ2019 ..=..キ .....れ  

ゅョ るヤヨィ ヶワれゅボヘル ケゅヨんわシΗや ユゎ ヶわャや ヰプゲタゅ  ヶプ るレシ

 ؟ 2019

れゅボヘレャや るヤヨィ ユゎ ヶわャや ヰプゲタゅ  ヶプ るレシ2019..=..キ ....れ  

 るらジル ヶワゅョヶャゅヨャや コゅイルΗや ャヤゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらケ؟  るらジルヶャゅヨャやコゅイルΗや ャヤゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらケ 1..=..% .  

                                                 
1
 جملة النفقれゅ المنجزة فヶ إطゅر البرنゅمج السنوヵ لإستثمゅر    (  =         %)  ヲ5ヱΒنسبة اإنجゅز المゅلヶ للبرنゅمج السنوヵ لإستثمゅر لسنة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                               
                                                                                                ヶالمبرمجة ف れゅر جملة النفقゅلإستثم ヵمج السنوゅر البرنゅإط 
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サゅΒボヨャや1.2 るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボわャや テトガヨャや グΒヘレゎ: 
 

1.0 

 モワイョゲよれゅボヘタ るΑギヤらャや ろ  ヶプ るレシ2019؟ 
 

                          ユバル                       Ι  

 るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや グΒヘレゎ るバよゅわヨャ りキゅΒホ メヱギィ るΑギヤらヤャ モワ؟
 

                         バル                  ユ       Ι  

 テトガヨャゅよ るィケギヨャやヱ るイョゲらヨャや れゅボヘダャや キギハ ヲワ ゅョ
Αギボわャや るレジャ るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヵゲ2019؟ 

 るイョゲらヨャや れゅボヘダャや キギハテトガヨャやヱ  れゅボヘダヤャ ヵヲレジャや テトガヨャゅよ
 るレジャ るΒョヲヨバャや2019......= 

 

 ヵゲΑギボわャや テトガヨャゅよ るィケギヨャや れゅボヘダャや キギハ ヲワ ゅョ
 るレジャ るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ2019  リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャやヱ

 ヶプ チヱゲバャや ょヤヅ شりキギエヨャや メゅィΓや ヶプ ゅヰルほ ؟

ャや れゅボヘダャや キギハ れゅボヘダヤャ ヵゲΑギボわャや テトガヨャゅよ るィケギヨ
 るレジャ るΒョヲヨバャや2019  ょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャやヱ

 りキギエヨャや メゅィΓや ヶプ ゅヰルほش ヶプ チヱゲバャや...............= 

 

 ょヤヅ リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや るらジル ヶワ ゅョ
 ヶプ チヱゲバャや شりキギエヨャや メゅィΓや ヶプ ゅヰルほ ؟ 

リハ ラΚハΗや ユゎ ヶわャや るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや るらジル  ょヤヅ
りキギエヨャや メゅィΓや ヶプ ゅヰルほش ヶプ チヱゲバャや2 %  ...........= 

 

 サゅΒボヨャや3.1 ヶをاんャや テトガヨャや グΒヘレゎ : ヵゲΑギボわャや るルゅΒダヤャ 

0 .2  

るルゅΒダヤャ ヵゲΑギボゎ ヶثΚث テトガョ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ ؟ 
 

                           ユバル                     Ι  

 ユΒシゲわよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワキゅヨわハやれや  るルゅΒダャや ラやヲレバよ
 るレシ ラやヲレバよ ゅヰわΒルやゴΒヨよ2019؟ 

                                  
                                   ユバル                            Ι 

 

- モワ ラأ  るボよゅトョ るルゅΒダャや ラやヲレバよ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ヒャゅらヨャや

ャヤャ ヵゲΑギボわャや ヶثΚんャや テトガヨャゅよ ァケギョ ヲワ ゅヨ るルゅΒダ ؟ 
                         バル                  ユ      Ι  

ヶワ ゅョ るヤヨィ れやキゅヨわハΗや  るレシ ゅヰプゲタ ユゎ ヶわャや2019 
 るルゅΒダャや ラやヲレバよ؟

れやキゅヨわハΗや るヤヨィ  るレシ ゅヰプゲタ ユゎ ヶわャや2019 やヲレバよ ラ
るルゅΒダャやキ ...........=.れ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 .ヲ5ヱΒحسゆ وثيقة البرنゅمج السنوヵ لإستثمゅر لسنة  ヲ5ヱΒويقصد بゅلنفقれゅ المبرمجة ، النفقれゅ المبرمج صرفゅヰ فヶ سنة 

  ュヲ5ヱΒ اإعان عن طلゆ العروض فヶ شأنゅヰ فヶ سنة نسبة الصفقれゅ العمومية التヶ تュ اإعان عن طلゆ العروض فヶ شأنゅヰ )% ( =                  عدد الصفقれゅ العمومية التヶ ت   2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                            

 ヲ5ヱΒعدد الصفقれゅ العمومية المبرمجة  لسنة                                                                                                                           
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 るヤヨィ ヶワ ゅョれやケゅヨんわシΗや( サキゅジャや ユジボャゅよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや 
 ؟ ゅらヨャや2  るレジャ ヶルゅんャや ラやヲレバャや リョ2019شゴイャや リョ )りゲء 

 るヤヨィ れやケゅヨんわシΗや( サキゅジャや ユジボャゅよ りゴイレヨャや れゅボヘレャや
ゅらヨャや2  ヶルゅんャや ラやヲレバャや リョشゴイャや リョ )りゲء 

レジャـる1808….= キ.れ 

 

 るらジル ヶワゅョりゴイレヨャや れゅボヘレャや  るレシ ヶプ るルゅΒダャや ラやヲレバよ
 ؟ 1808

 るらジルりゴイレヨャや れゅボヘレャや るレシ ヶプ るルゅΒダャや ラやヲレバよ 31807 
% .......= 

 

 サゅΒボヨャや4.1るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ るΑギヤらャや キヲヰイョ : 
 

3.0 

 るバよゅわヨャ リΒエّョ ゲわプキ るΑギヤらヤャ モワノプケ  るΒャゴレヨャや れΚツヘャや
 るヰよゅゼヨャやヱ  ؟

 

                            ユバル                    Ι  

 るΑギヤらヤャ モワゲわプキ  リΒエّョ りキゅΒホヱ るバよゅわヨャ モئゅシノプケ  れΚツヘャや
 るΒャゴレヨャや ؟ るヰよゅゼヨャやヱ 

 

                          ユバル                       Ι  

 りゲムわらョ るボΑゲヅ ろヤヨバわシや ヱأ りキギイョ るョギカ るΑギヤらャや ろョギホ モワ
 るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ ؟

 
 
 

                         ユバル                      Ι  

                                                 
3
9 نفقれゅ تسيير المصゅلح العمومية  5ヲ.ヲ5ヱالقسュ الثゅن9ヶ وسゅئل المصゅلح ) الفصل  ] نفقاれ الصيانる بالعنヱان اأヱل)  2019=     جملة النفقれゅ المنجزة بعنوان الصيゅنة بゅلعنوانين اأول والثゅنヶ لسنة  (   %نسبة النفقれゅ المنجزة بعنوان الصيゅنة   )       

+ الفقرة الفرعية  ンヲ+ الفقرة ン5من الفقرة  55ヲف استغال وصيゅنة التجヰيزاれ العمومية ) الفقرة الفرعية مصゅري 5ヲ.ヲ5ヲ( +الفصل ヱΓمن الفقرة  55ン+ الفقرة الفرعيةヱ5المحلية) الفقرة 
55ヱ من الفقرةンヴ55+ الفقرة الفرعيةヱ من الفقرةンヶ  الفقرة +ンΒ  الفقرة +ヴ555+ الفقرة الفرعيةヴ55وヵ  من الفقرةヴヲ الفقرة +ヴヴ الفقرة+ヴヵ الفقرة +ヴヶ الفقرة +ΓΓ 5+ الفصلン.ン5ヲ  9

(+ الفصل  5ヴ)الفقرة  5ヶ.ヶヱ5( + الفصل 95ヶ البنゅءاれ اإداريةالفقرة 5ヶ.ヶ5ンالفصل  ] نفقاれ الصيانる بالعنヱان الثاني+ [(ヲンمن الفقرة 55ヱتدخاれ فヶ الميدان ااإجتمゅعヶ ) الفقرة الفرعية
5ヶ.ヶヱヱ الفقرة (5ヱالفصل + )5ヶ.ヶヱヲ  الفقرة (5ン الفصل + )5ヶ.ヶヱン  الفقرة (5ン) 5+ الفصلヶ.ヶヱヴ الفقرة (5ヱ5وヲ5وヵ5وヶ الفصل + )5ヶ.ヶヱヵ(  5الفقرةヵ ) 5+الفصلヶ.ヶヱヶ  الفقرة(

ヲヱ) 5+ الفصلヶ.ヶヱΑ الفقرة (ヲヱ)] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                

 ヲ5ヱΓنヶ لسنة من العنوان الثン ゅالنفقれゅ المنجزة بゅلقسュ السゅدس ) اإستثمゅراれ المبゅشرة(  من الجزء                                  
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 ゆやヲイャや ラゅミ やクま،ユバレよ  ヱأ れゅョギガャや ヱأ るョギガャや マヤゎ ゲミクأ
や  ؟ベゲトャや ヱأ るボΑゲトャ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

るョギガャや るボΑゲトャや ンゲأخ 
............... ............... .............. 
.............. ............... .............. 

............... ............. .............. 
................ ................. ................ 

 

るΑギヤらヤャ モワ ؟れゅΑゅヘレャや ヶプ フゲダわヤャ ヵギヤよ テトガョ 
 
 

                           バル              ユ      Ι  
 

 るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ ヶワ ゅョヨャやるハヲプゲ  ヶプ
 るレシ1808؟ 

 るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨミヨャやるハヲプゲ  るレシ ヶプ
1808リヅ .........= 

 

 るレジャ るイわレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ ヶワゅョ1808؟  るイわレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ ヶプ るレシ1808. =.....リヅ  .....  
 るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るらジル ヶワ ゅョるハヲプゲヨャや ؟  るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るらジルるハヲプゲヨャや4 .=......... .%  

るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや :ヶルゅんャや メゅイヨャや 
  

 サゅΒボヨャや1.2ャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハま ヶプ リΒレヅやヲヨャや るミケゅゼョ :ケゅヨんわシإ 
 

0.1 

れゅジヤイヤャ ヶヤヨイャや キギバャや ヲワ ゅョ  アョゅルゲらャや キやギハみよ るタゅガャや
ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや  るレジャ1818 ヱ ユゎ ヶわャや ゲΑゲエゎ ゲッゅエョ

 れゅジヤィ؟ゅヰルほش ヶプ 
 

......= れゅジヤイヤャ ヶヤヨイャや キギバャや 

 

                                                 
  4

 X0888بゅلطن  1808(         =                كمية الفضاれ المنزلية والمشゅبヰة المرفوعة فヶ سنة %المرفوعة )نسبة الفضاれ المنزلية والمشゅبヰة      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     

 ( يوX254 ュكゅنعدد الس xكغ  8.7)  1808كمية الفضاれ المنزلية والمشゅبヰة المنتجة فヶ سنة                                                                                            
 
 

 المتعلペ بضبط عدد أعضゅء المجゅلس البلدية. 1806سبتمبر  08المぼرخ فヶ  1806لسنة  0822علمゅ وأن عدد سكゅن البلدية الذヵ يقع اعتمゅده هو مゅ تュ التنصيص عليه بゅأمر الحكومヶ عدد 
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 アョゅルゲらャや キやギハま れゅジヤィ ゲッゅエョ ベゅプケま るΑギヤらャや ろャヲゎ モワ
 ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや リΒミケゅゼヨャや ケヲツェ れゅホゅトよ؟ 

 

                             ユバル                     Ι  

 ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハま ヶプ リΒミケゅゼヨヤャ ヶヤヨイャや キギバャや ヲワ ゅョ
 ケゅヨんわシΘャ؟

..........= リΒミケゅゼヨヤャ ヶヤヨイャや キギバャや 
 

 ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハま ヶプ るミケゅゼヨャや るらジル ヶワ ゅョ
 ケゅヨんわシΘャ؟ 

るミケゅゼヨャや るらジル5 %..........= 
 

 サゅΒボヨャや2.2  るΑギヤらャや ペئゅをヲャや ヴャま クゅヘレャや : 

1.1 

  ゆやヱ" ノホヲョ るΑギヤらヤャ モワ                            ユバル                     Ι" ؟

  www...................................................... أるΑギヤらャや " ゆやヱ " ノホヲョ ゲミク ؟
 れゅルΚハま るェヲャ るΑギヤらヤャ モワ ؟

 

                             ユバル                  Ι  

                                                 
 5     るミケゅゼヨャや るらジル   (%)=                                                                                            れゅハゅヨわィΗや ヶプ リΒミケゅゼヨャや キギハ るレジャや メΚカ2019 るタゅガャや  るレジヤャ るらジレャゅよ ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや キやギハみよ2020 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                        
 لس البلدية(.المتعلペ بضبط عدد أعضゅء المجゅ 1806سبتمبر  08المぼرخ فヶ  1806لسنة  0822عدد متسゅكنヶ البلدية  )حسゆ اأمر الحكومヶ عدد                                                                                                                                            
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や ペئゅثヲャや ヶワ ゅョヱ "ゆやヲャや " ノホヲョ ヴヤハ ゅワゲゼル ユゎ ヶわャ ヴヤハ

 れゅルΚハΗや るェヲャ ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ボヤバわヨャや ペئゅをヲャやる ゲゼレャゅよ  " ノホヲョ ヴヤハ
"ゆやヲャや 

 るェヲャ ヴヤハ
れゅルاハإや 

0-  ゲΑゲボゎヶثΚث  ンギョ リヨツわΑャや ュギボわ ヶプ るイャゅバョ
ンヱゅムゼャや 

  

1- Βヌレわャや ヶヨシゲャや ゅワゲボョ ラやヲレハ ،るΑギヤらヤャ ヶヤムΒヰャや ユ
ゅワゲئやヱキヱ 

  

2-  リΒレヅやヲヨャや りギئゅヘャ りやギジヨャや れゅョギガャや ヶプ るヨئゅホ
るΑギヤらャや モらホ リョ ゅワケやギタま リムヨヨャや ギئゅヰゼャやヱ 

  

3-ゲッゅエョ ヵギヤらャや ザヤイヨヤャ るΑギΒヰヨわャや れやケヱギャや   

4- ゲッゅエョ ヵギヤらャや ザヤイヨヤャ るΑキゅバャや れやケヱギャや   

5-  ノボΑ ゾガヤョ( るΑギヤらャや るΒルやゴΒョ ロゲゼル ヴヤハ るェヲャ
)れゅルΚハΗや 

  

6- ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや   

7-  ヵヲレジャや アョゅルゲらャや れゅジヤィ ゲッゅエョ
 ノボΑ ゾガヤョ(ケゅヨんわシΘャ ヴヤハ ロゲゼル るェヲャ

)れゅルΚハΗや 

  

8- ノボΑ ゾガヤョ( るΑギヤらヤャ るΒャゅヨャや れゅよゅジエャや ロゲゼル
 ヴヤハ)れゅルΚハΗや るェヲャ 

  

   やキΕや ユΒΒボゎ るイΒわルるレジャ2018ء -08

00- ャや グΒヘレゎ るバよゅわョ メヱギィるΒョヲヨバャや れゅボヘダ   

01- アョゅルゲよ  ラま ( ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや
 ( )ギィヱタヲェアョゅルゲらャや るヤ  ノボΑロゲゼル  ヴヤハ るェヲャ

. )れゅルΚハΗや 

  

02-     るΑギヤらャや ポΚـــョأ ヶプ るレّΒエョ るヨئــــゅホ
 ポΚョΕや ヵゲわプキ リョ りゲΒカΕやヱ ヴャヱΕや るエヘダャや(

 ノボΑ るΑギヤらャやワゲゼルヨャ ヴヤハ ゅ)れゅルΚハΗや るェヲ 

  

03- ャやゲΑゲボわャやジ アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボゎ メヲェ ヶシやギ
 ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや.  

  

04- ャや ゲΑゲボわャや アョゅルゲらャや グΒヘレゎ ュギボゎ メヲェ ヵヲレジ
 ケゅヨんわシΘャ ヵヲレジャや. 
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 サゅΒボヨャや3.2  モィأ ヶプ ンヱゅムゼャや るイャゅバョ :21 ュヲΑ 
 

2.1 

 ゲわプキ るΑギヤらヤャ モワ リΒエّョ؟ンヱゅムゼャや ヶプ フゲダわヤャ 
 

                          ユバル                        Ι  

 るレシ ヶプ るΑギヤらャや ンギャ ゅヰハやギΑや ユゎ ヶわャや ンヱゅムゼャや キギハ ヲワ ゅョ
 ؟1808

ハやギΑや ユゎ ヶわャや ンヱゅムゼャや キギハヰ るレシ ヶプ るΑギヤらャや ンギャ ゅ
1808.................= 

 

 モィأ ヶプ ゅヰわイャゅバョ ろヨゎ ヶわャや ンヱゅムゼャや キギハ ヲワ ゅョ10  ュヲΑ
 るレシ ヶプ1808؟ 

 モィأ ヶプ ゅヰわイャゅバョ ろヨゎ ヶわャや ンヱゅムゼャや キギハ10 ヲΑ るレシ ヶプ ュ
1808.................= 

 

ンヱゅムゼャや るらジル ヶワ ゅョ ゅヰわイャゅバョ ろヨゎ ヶわャや  るレシ ヶプ1808؟ ンヱゅムゼャや るらジル ゅヰわイャゅバョ ろヨゎ ヶわャや  るレシ ヶプ
18086......=% 

 

 サゅΒボヨャや4.2 るΒハゅヨわィإやヱ るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま ュやゲわェや : 
  

3.1 

ラヲハ ブΒヤムゎ ユゎ モワ ャるバよゅわヨ  るΒゃΒらャや るΑゅヨエャや れやءやゲィま
ィΗやヱ؟  )メゅダゎや るトボル( るΑギヤらャや ノΑケゅゼヨャ るΒハゅヨわ 

 
 

                             ユバル                         Ι  

 ّバヨャや るホゅトらャや ペプヱ ノΑケゅゼヨャや ブΒレダゎ ユゎ モワ チゲピャや ヶプ りギ
 れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま ゅヰわャゅェまヱ

 るΒヤエヨャや؟
 

                               ユバル                     Ι  

 キやギハま ユゎ "ゆ " メヱギイャや ょジェ るヘレダヨャや ノΑケゅゼヨャや ラأ モワ
 ヶプ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわヤャ アョゅルゲよ شゅヰルほ؟

 
 

                               ユバル                      Ι  

                                                 
6
 2019سنةيوュ فヲヱ  ヶ(   =                      عدد الشكゅوى التヶ تمれ معゅلجتゅヰ فヶ أجل %نسبة معゅلجة الشكゅوى )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           
 2019عدد الشكゅوى المودعة لدى البلدية خال سنة                                                                        
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 ラأ モワ リヨッ るィケギヨャや "ゆ " ブレタ リョ ノΑケゅゼヨャや アョゅルゲよ
りケゅゼわシΗ ろバツカ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや ؟るΒョヲヨハ 

                               ユバル                      Ι  

 ろヨゎ ヶハゅヨわィΗやヱ ヶゃΒらャや フゲダわャや アョゅルゲよ ラأ モワ
 ヮΒヤハ るホキゅダヨャや るΑギヤらャや モらホ リョロゲゼルヱ  ヶルヱゲわムャΗや ノホヲヨャゅよ

や ベヱギレダャ るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャ るよやヲらよヱ
るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや ؟ 

                               ユバル                      Ι  

 るタゅガャや れやءやゲィΗや ァやケキま ユゎ モワゅよ れやゲثぽヨャや ヵキゅヘゎヱ ギエャ
るΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや るΒェゅレャや リョ るΒらヤジャや  ょヤヅ れゅシやゲムよ

チヱゲバャや  ( るヘレダヨャや ノΑケゅゼヨヤャ)ァ ヱأ ゆ ؟ 

                            ユバル                            Ι  

 ろョゅホ モワ るャゅェみよ るΑギヤらャや3  ァクゅヨレャや ょジェ ゲΑケゅボゎ 
 ّバヨャやゲΑゲボゎ( チゲピヤャ りギ ゆゅジエよ  るバよゅわョ メヲェ)るΒثΚث モミ

 るΒハゅヨわィΗやヱ るΒゃΒらャや れやゲثぽヨャや チヱゲボャや ベヱギレタ ヴャま
 るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ ؟ メゅィΓや ヶプ 

                               ユバル                       Ι  

ャや リΒジエゎ :ゑャゅんャや メゅイヨャやキケやヲヨ 
 
 

 サゅΒボヨャや1.3  ゲΑゲボゎヱ ءやキأや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ ゾئゅボル ゅヰルشأ ヶプ ろヤイシ ヶわャや ケヱゅエヨャやヱ ノΒضやヲヨャや フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや ザムバΑ :
 モらホ リョ ゴイレヨャや ペΒホギわャやるヨムエョ  れゅらシゅエヨャや 

 

0.2 

 れやケギホ ユハギャ ヵヲレシ アョゅルゲよ キやギハみよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ
 フゲダわャや ؟

 

                              ユバル                       Ι  

 フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや リヨツゎ モワ
 ゅボレャやئやキΕや ユΒΒボわャ ヵヲレジャや ゲΑゲボわャゅよ るヤイジヨャや ゾء ؟

 

                                ユバル                     Ι  
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 フゲダわャや れやケギホ ユハギャ ヵヲレジャや アョゅルゲらャや リヨツゎ モワ

ゾئゅボレャや ヨャや ヵヲレジャや ペΒホギわャや ゲΑゲボわよ るヤイジヨャやゴイレ  モらホ リョ
るヨムエョ ؟れゅらシゅエヨャや 

                              ユバル                       Ι  

 サゅΒボヨャや2.3 ّエョ ヵゲΑギボゎ テトガョ ノضヱ ゅヰレョ るタゅخ るΑゲゼらャや キケやヲヨャや ヶプ ゅヰボΒらトゎヱ フゲダわャや れやヱキأ キゅヨわハや :れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リΒ 

1.2 

ま るΑギヤらャや ろャヲゎ モワ؟ ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キやギハ 
 

                              ユバル                     Ι  

 ヶプ ゅワキやギハま ユゎ ヶわャや ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キギハ ヲワ ゅョ
 るレシ2019 ؟ 

 るレシ ヶプ ゅワキやギハま ユゎ ヶわャや ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ キギハ
2019 ..........= 

 

 キギハ ヲワ ゅョラやヲハأ  るレシ ヴプヲョ ヶプ るΑギヤらャや1807 ؟  キギハラやヲハأ  るレシ ヴプヲョ ヶプ るΑギヤらャや2019 .............=  
 ヴャま ゅワキやギハま ユゎ ヶわャや ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ るらジル ヶワ ゅョ

 るレシ ヴプヲョ キヱギェ2019 ؟ 
 キヱギェ ヴャま ゅワキやギハま ユゎ ヶわャや ヶヘΒドヲャや ブタヲャや れゅホゅトよ るらジル

 るレシ ヴプヲョ2019 7  ............=% 
 

ヵゲΑギボゎ テトガョ ノッヲよ るΑギヤらャや ろョゅホ モワ  ّΒエョリ  リヰヨヤャ
 ゅヘムャやヱءれや ؟

              
                                                                              Ι                          ユバル

 

 れやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ リΒエヨャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや リヨツゎ モワ
 ヴヤハ キゅヨわハΗゅよ れゅィゅΒわェΗやヱ ゾئゅボレャや ギΑギエゎヱ ゾΒガゼゎ

 ブタヲャや れゅホゅトよヶヘΒドヲャや؟  

 
                                                             

                                 ユバル                           Ι 

 

 メヲヤエャや テトガヨャや マャク リヨツゎ モワ ، ユバレよ るよゅィΗや ろルゅミ やクま
ゾئゅボレャや マヤゎ ヶプΚわよ るヤΒヘムャや れゅィゅΒわェΗやヱ ؟ 

                             ユバル                          Ι  

 サゅΒボヨャや3.3 ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや るΒバضヱ るΑヲジゎ : 

2.2 
ラヲΑキ るΑギヤらヤャ モワ8  るレシ ラやヲレバよ2018 ؟ゅヰボらシ ゅョヱ 

 
                                  ユバル                      Ι  

                                                 
7
 ( ヶالوصف الوظيف れゅقゅنسبة بط% ヶالوصف الوظيف れゅقゅعدد بط                =  ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   
 الヰدف السنوX ヵعدد أعوان البلدية                                                         

 
8
 .وحل أجل خاصه دون أن يتュ تسديدهة، صندوベ القروض ومسゅعدة الجمゅعれゅ المحلية( يعتبر دين، كل مゅ تخلد بذمة البلدية إزاء الغير)الخواص، المぼسسれゅ العمومي -   

  

  

  

  



53 
 

るΑギヤらャや ろャヲゎ モワ ،ユバレよ ゆやヲイャや ラゅミ やクま  テトガョ キやギハま
ラヲΑギャや ゲΒヰトわャ  ゅヰルほش ヶプ؟ 

                                  ユバル                      Ι  

 るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャやヱ ゅヰタΚカ キやゲヨャや ラヲΑギャや ヒャゅらョ ヶワ ゅョ
 るΑギヤらャや ؟

 るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャやヱ ゅヰタΚカ キやゲヨャや ラヲΑギャや ヒャゅらョ
キ ................=るΑギヤらャや.れ 

 

や ラヲΑギャや ラأ モワ ノョ ペよゅトわゎ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャ ヲワ ゅョ
ァケギョ    るレジャ ラヲΑギャや ゲΒヰトゎ テトガヨよ2019 ؟ 

                                            ユバル                        Ι  

 るレシ ヶプ ゅヰタΚカ ユゎ ヶわャや ラヲΑギャや ヒャゅらョ ヶワ ゅョ2019 ؟  るレシ ヶプ ゅヰタΚカ ユゎ ヶわャや ラヲΑギャや ヒャゅらョ2019 ..........= ..
キ.れ 

 

=.............   るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや ソΚカ るらジル ヶワ ゅョ るΑギヤらャや るΒルやゴΒヨよ るヨシゲヨャや ラヲΑギャや ソΚカ るらジル9؟
% 

 

 サゅΒボヨャや4.3 Βゎやグャや キケやヲヨャや ケヲトゎ :る るダヤガわジヨャや 

3.2 
 るレシ ラやヲレバよ ヂΒよゅボヨャや るヤヨィ ヶワ ゅョ2019 ؟  るレシ ラやヲレバよ ヂΒよゅボヨャや るヤヨィ2019 キ ......... =.れ  

ゅボヨャや るヤヨィ ヶワ ゅョよ るレシ ラやヲレバよ ヂΒ2018 ؟ ゅボヨャや るヤヨィよ るレシ ラやヲレバよ ヂΒ2018 キ ..........=.れ  
  =..................  % ヂΒよゅボヨャや ケヲトゎ るらジル ヶワ ゅョ ヂΒよゅボヨャや ケヲトゎ るらジル10 ؟

                                                 
 9

    ( ゅヰخاص ュت ヶخال سنة  %نسبة الديون الت ゅヰخاص ュت ヶجملة الديون الت                  = )2019 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              
 2019جملة الديون المرسمة بميزانية البلدية فヶ سنة                                                                

 
 
 2018جملة المقゅبيض التヶ تュ تحصيلゅヰ خال سنة  –2019سنة  (   =                   جملة المقゅبيض التヶ تュ تحصيلゅヰ خال%نسبة تطور المقゅبيض )  10

  x ヱ55          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-                                               
 2018جملة المقゅبيض التヶ تュ تحصيلゅヰ خال سنة                                                                         

 
 التゅلية 9 بالعنヱان اأヱل بالمقابيض جمるヤ المヱارد المحققるويقصد 

 
ヱ-  الموظفة على ュليゅلصنف اأول . جملة المعゅب れراゅالعق 

ヲ-  . ヶنゅالصنف الث ュليゅجملة مع 

ン-  ء الفصلゅاستثنゅلث بゅالصنف الث ュليゅجملة معンン.5ン 

ヴ-   . الصنف الرابع ュليゅجملة مع 

ヵ-   .اأخرى ポواأما れراゅصيل بيع العقゅء محゅاستثنゅمس بゅالصنف الخ ュليゅجملة مع 
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..................................... : るΑΙヱ... 
.........................................: るΑギヤよ 

 
 

るプゅヌレヤャ るダダガヨャや モボレャや モئゅシヱ ヶプ ブゼミ 
  

るΒャΓや ゅヰわャゅェ るヤピわジョ れゅヌェاヨャや 
ゅヰハヲル  ヶヨイレヨャや ユΒホゲわャや ゅヰわバシ  ّィ りギΒ るトシヲわョ るゃΒシ ユバル Ι  
         
         
         

 
 

るΑギヤらャや ザΒئケ 
 اإمضゅء
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تاريخ 
 ュيヤالتس
الヱقتي

 ュيヤتاريخ التس
النヰائي

عدد الفゅتورة
تゅريخ اإيداع 
بمكتゆ الضبط

تأشيرة اآمر 
بゅلصرف على النفقة

تゅريخ تأدية النفقة 
 ゆسゅمن قبل المح

المختص
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ئة  ي ب ｋية وا ｌحل ｋؤون اＬ ｋا げずاせو

ة  لじي بل ب ｍｌجزｌ げن ق ｋا こفقاＭｋا すفيｍ عة ت ياｌｋ げじتاب جじول ق

اسュ المشرヱع/ ع/ر
るالخدم ヱأ

مرجع 
るالصفق

تاريخ إشヰار 
る بالصحا るالصفق

التاريخ ااقصى 
لقبヱل العرヱض

التقييュ الفني 
ヱالمالي لヤعرヱض

تاريخ 
إمضاء 
るالصفق

تاريخ ا ذن 
 ュتقدي ヱباأشغال/أ

るالخدم

 れراヱالفات ヱد ع اأقساط أ

1

2

3

تاريخ  تح 
العرヱض

 るتاريخ المصادق
 るى إسناد الصفقヤع
 るمن قبل لجن

るالمختص れالصفقا
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ゲわプキ  るプゅヌレャや メゅイョ ヶプ るΑギヤらャや キヲヰイョ るバよゅわョ 

 ヱ: るΑا          

       :るΑギヤよ 

       

          

ゅΒョヲΑ るプゅヌレャや るエヤダヨよ リΑゲشゅらヨャや ラやヲハأや るプゅヌレャや れゅΒャآ 
 るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れاツヘャや

るハヲプゲヨャや 

ュヲΒャや خΑケゅわャや ょボヤャやヱ ユシإや (るトガャや /るらゎゲャや /ブレダャやヱ) ケ/ネ 
 ユΒホゲわャや
ヶヨイレヨャや 

るΒハヲレャや (るバジャやヲ) 
 /るハヲトボヨャや るプゅジヨャや

(ュヲΑン) 
ヲプゲヨャや るΒヨムャやリトャゅよ /ュヲΑ /るハ 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7          

...                   

Βヨムャやる ゅΑゲヰش るハヲプゲヨャや   

                    

          

 

ヱ-  ノプやケ، ザレムャゅよ ブヤムョペئゅシ れΚツプ ...، 

      

 

ヲ- るΒャΔャ るΑキゅョゲャや るホゅトらャゅよ るィケギヨャや るバジャや 

       

 

ン-.モΑヲエわャや ゴミゲョ ヱأ ょダヨヤャ るハヲトボヨャや るプゅジヨャや ゆゅジわェみよ 

     

 

ヴ- ヨャや るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘャや るΒヨミ = )%(るΒョヲΒャや ノプゲャや るらジルるハヲプゲ (るヰよゅゼヨャやヱ るΒャゴレヨャや れΚツヘヤャ ゅΒョヲΑ るイわレヨャや れゅΒヨムャや /ゅΒョヲΑ 5,Β  ヒミX .)るΑギヤらャや ラゅムシ キギハ 
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れدياヤالب れقدرا ュي لدعヱالبرنامج السن 
 

 ............ るلسن 

        

    るايヱال .............................
るديヤ9الب...............................       

 دة الفنيるالمسان الثاني:العنヱان         

 ゆترتي
ヱلヱاأ
るي 

るالمساندة الفني 
(1) 

الرمز حسゆ دليل 
るالمساندة الفني 

(2) 

المشرヱع أヱ النشاط المعني 
るبالمساندة الفني 

(3) 

 るتاريخ بداي 
 التدخل

(4) 

 المجال
(5) 

عدد 
المنتفعين 
ュヰصفتヱ 

(ヶ) 

るحدة المنتفعヱال ヱأ るحヤالمص 
(Α) 

        1               

2               

3               

   
     

(1) ゲわゼヨャや ケやゲボャや れゅΒツわボョ ょジェ ءやキأや ユΒΒボゎ ザΒΑゅボヨャ ヶゎやグャや ユΒΒボわヤャ ゅボプヱ るΑヲャヱأや ょジェ るΒレヘャや りギルゅジヨャや るョギخ メゅイョ ヶプ るよヲヤトヨャや メゅヨハأや خΑケゅわよ ءやキأや ユΒΒボわよ ペヤバわヨャや るΒャゅヨャやヱ るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや ヵゲΑコヲャ ポ25  ゲらヨジΑキ2018. 

(2) ΑギエゎモΒャギャゅよ リΒらョ ヲワ ゅョ ょジェ るΒレヘャや りギルゅジヨャや メゅイョ ゴョケ ギ 

(3) らャや りケギホ フゲバヨャ ヶャゅヨャや モΒヤエわャや :اんョ( れゅΑギヤらヤャ りキギエヨャや ュゅヰヨヤャ ヶヤバヘャや ペΒらトわャや モヨゼゎ ゑΒェ ヵゲヌレャや リΑヲムわャや ヴヤハ るΒレヘャや りギルゅジヨャや ブヤわガゎ ,,,,, るレジャ ヵヲレジャや ケゅヨんわシإや アョゅルゲよ キやギハま ケゅヅま ヶプ リΑやギわャや ヴヤハ るΑギヤ) 

(4) ゎゲョ るΒレヘャや りギルゅジヨャや ネヲضヲョ ネヱゲゼヨャや ヱأ ヅゅゼレャゅよ テら 

(5) 

:ヶゎΓや ょジェ るΒレヘャや りギルゅジヨャや メゅイョ ギΑギエゎ 
りやギジヨャや れゅョギガャや リΒジエゎ: メヱأや メゅイヨャや 

るΒプゅヘゼャやヱ るミケゅゼヨャや : ヶルゅんャや メゅイヨャや 
キケやヲヨャや リΒジエゎ : ゑャゅんャや メゅイヨャや 

(6) キギハ メゅんョ( ユヰゎゅヘタヱ るョギガャゅよ リΒバヘわレヨャや キギハ2 )ヶョゅシ ヶレプ 

(7) エヤダヨャや るバヘわレヨャや りギェヲャや ヱأ る:اんョ( )るプゅヌレャや るエヤダョ 
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れدياヤالب れقدرا ュي لدعヱالبرنامج السن 

 るلسن............ 

 ........ヱ9ايるال      
: るديヤالب……. 

  
   

 اأنشطる / المحاヱر
العدد 
 الرتبي

 المحヱر الرابع المحヱر الثالث المحヱر الثاني المحヱر اأヱل

 
  

 

      

 عنヱان اأヱل : التكヱينال
            

           9 0نشゅط عدد 

            

           9 1نشゅط عدد 

            

           9 2نشゅط عدد 

            

ュع العاヱالمجم           

 

 
 
 
 

ョ ヴャま ァクヲヨレャや やグワ メゅエΑ :るヌェاョよ るΑゴミゲョاャや ユハキヱ リΑヲムわャや ゴミゲゲΒヨバゎ ギバ  ロ  
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るصيانヤالمخطط الث ثي ل 
 

                     واية 9.........................
                     بلدية 9.........................

  

 

 

 

 
                                                )*(: الヱحدة التي يتュ اعتماد ا بالدينار.

 

 

 

 

  

 
                                                るالسن                                                                      れا عتمتادا 

   
2019 2020 2021 

 るان الصيانヱا بعنヰبرمجت れالتي تم れا عتمادا)*(    
 るان الصيانヱا بعنヰ صر ュالتي ت れا عتمادا)*(     
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:荘ولاي..................................... 
: 荘بلدي.................................... 

 
 

 الديناعذ :ر الوحدة                      2019بعنوان سن荘  ٮخطط 蒼طهيغ الديون                                                
 

 

荘حق藻الديون الٯس 
 荘وٮاقبلهاذ 2017ر ديون سن 

 ذ1ر

الٯس藻حقا葬 الجديدة   
 رخلال السن荘ذ

 荘ذ2018ر ديون سن 
 ذ2ر

 荘الٯبالغ الجٯلي
荘حق藻الٯس 

 ذ2ذ+ر1ر

 بغناٮج 蒼طهيغ الديون

葬الخلاص الٯلاحظا 葬عهد بخلاصها  سنوا藻الٯبالغ الٯ
 荘بعنوان ك٬ سن

الٯبالغ 
荘بقي藻الطغف  الٯ

 الدائن
الٯبلغ 

 الٯس藻حق
     荘2019سن 荘سن

2020 
荘سن
2021 

........ 

          
          

          
 
: ٮن 蒼نفيظ الإل藻زاٮا葬 ٮخ藻صر في 蒼حلي٬ القدعة الٯالي荘 على خلاص الديون والإيفاء بال藻عهدا葬 طيل荘 سنوا蒼 葬طهيغ الديون والحلول الوقائي荘 في صوعة عد٭ ال藻ٯكن -

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 るレシ ラやヲレバよ るΒャゅヨャや れゅよゅジエャや るらホやゲヨャ れゅらシゅエヨャや るヨムエョ ゲΑゲボわよ りキケやヲャや れإخااや るバよゅわョ メヱギィ....... 

 

................オΑケゅわャや 
        るΑギヤらャや : .............. 

れゅヌェاヨャや 

 ゅワクゅガゎや ユわΒシ ヶわャや ゲΒよやギわャや りグガわヨャや ゲΒよやギわャやゅワグΒヘレゎ るバよゅわョ れゅΒャآヱ  1  

 ろヨّゎ ヶわャや れاخااや
 るよゅホゲャや ゲΑゲボゎ ヶプ ゅヰゎケゅをま

るΑギヤらャや ヴヤハ るΒャゅヨャや 
るレシ.......  

 ヱأ るエヤダヨャや
 ウャゅダヨャや
るΒレバヨャや 

 メゅィآ
グΒヘレわャや 
Αケゅゎخ 
 るΑやギらャや
Αケゅゎヱخ 
るΑゅヰレャや 

 ゲΒよやギわャや
 ユわΒシ ヶわャや

ゅワクゅガゎや 
 れゅΒャآ

 れやゲشぽョヱ
 るバよゅわョ
グΒヘレわャや 

 るエヤダヨャや
 ヱأ

 ウャゅダヨャや
るΒレバヨャや 

 るらジル
 ュギّボわャや
 ヶプ

コゅイルإや 

Αケゅゎخ 
 ネヱゲゼャや

 ヶプ
ゅワグΒヘレゎ 

 ゲΒよやギわャや
りグガわヨャや 

          
          
          
          
          

  

 - れゅالماحظ ュتقدي ヶد اأهمية النسبية فゅمع اعتم )... ポالميزانية-  اأما れالموارد – تقديرا( れゅالماحظ ゆضرورة تبوي. 

 

                                                           
1
   ضرورة تقديュ المذكراれ الداخلية التヶ تュ إصدارهゅ اتخゅذ هذه التدابير. 
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 إحتياجاれ التكヱينتشخيص        

       

 ...............................البヤديる  .............................لヱايる : ا        
 

       
              

I -  るضعيヱاأداءتشخيص ال ュع تقييヱضヱبم るالخاص :  
  

  

  
     

  

       :1المحヱر 

              

              

              

         :2المحヱر 

              

              

              

       :3المحヱر 

              

              

              

           :4المحヱر 

              

              

              

              

              

  
     

  

II –  بتقرير るالمضمن れا خ اるمحكم れالمحاسبا (رة إنجاز تقرير ي صヱ:)   

  
     

  

              

              

              

              

              

              

              

              

 م حظる :  يحال  ي نظيرين لكل من صندベヱ القرヱض ヱمركز التكヱين   
 
 
 
 
 

  
 



63 
 

: るــΑギــــヤよ……………… 
ゲΑギボわャや テトガヨャやれやءゅヘムャやヱ リヰヨヤャ ヵ  

( るレジャn) 
:るΑギヤらャや ユΑギボゎ 

るΑギヤらャや : 
: るΑΙヲャや 

:ラゅムジャや キギハ 
:るェゅジヨャや 

:るΑギヤらャや ゲئやヱギャや キギハ 
 

( :るΒルやゴΒヨャやn-1) 
:メヱΕや ラやヲレバャや 
:ヶルゅんャや ラやヲレバャや 

 
 :るΑギヤらャや れゅΒタゅخ 

 るΑキゅダわホΙや ـ 
るΒハゅヨわィΙや ـ 
るΒプやゲピイャや ـ 

 
 ヤャ ヶルやゲヨバャやヱ ヵキゅダわホاやヱ ヶバΑゲゼわャや ノضヲャや ケヲトゎ るΑギヤら ヮシゅムバルやヱるΑゲゼらャや ゅワキケやヲョ ヴヤハ 
 
 

るΑゲゼらャや キケやヲヨヤャ るョゅバャや るΒバضヲャや 
 
IるΑギヤらヤャ ヵケやキإや ユΒヌレわャや . 
 れやケヲピゼャや ギΑギエゎ( ヮΒヤハ ベキゅダヨャや ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャや( ـ 1

2 :ヶヤバヘャや ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャや ـ 

わハΙや リΒバよ グカΙや ノョ るΑギヤらヤャ るΑゲゼらャや キケやヲヨヤャ るΒヤバヘャや るΒバッヲャや ザムバΑ ヶヤムΒワ ユΒヌレゎ キやギハや ベゲヘャや ءゅシぼケ ケゅら

:リΒレثや リΒトトガョ キゅヨわハゅよ マャクヱ るヤヨバャやヱ 

るΒヘΒドヱ テトガよ リΒヘヤムヨャや ュゅヰョ コゲらΑ テトガョ ـ 

ユヰョゅヰョ ょジェ ラやヲハΖャ るΑケやキΗや るΒバッヲャや コゲらΑ テトガョ ـ 

 
:れゅィゅわレわシΙや 

 
 .るΑギヤらャや キヲィヱ モド ヶプ れやケヲピゼャやأやキء  -
 

.ヶヤバヘャや ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャや りヲホ ヅゅボル ギΑギエゎ ـ 
 

 るイゎゅレャや れゅよヲバダャや ギΑギエゎ ـ.ゅワコヱゅイわャ ゲΒよやギわャやヱ メヲヤエャや ゥやゲわホやヱ ヮレハ 
 

IIラやヲハأや れゅΒئゅダェま . 
* ( るレシ1-n) 
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ヴヤハ やキゅヨわハや テらッ ケやゲホ Εや ネヲヨイョラやヲハ  キやギハま ユわΑ ラやヲハΖャ ヶヤバヘャや キギバャやヱ ヮΒヤハ ベキゅダヨャや メヱギィ
:キギエΑ 

 
 キギハ *や:ラやヲハΕ 

 
ラヲヘドヲヨャや るヤヨバャや 

ラヱケゅボャや ラヲΒわホヲャや ラヱギホゅバわヨャや ラヱケゅボャや ラヲΒわホヲャや ラヱギホゅバわヨャや ャやラヲΒッゲバ ゲئゅツエャや るヤヨハ 
        

 
 *や キギハれやケゅヅΗ ( 2)أベヲプ ゅョヱ 
 

ラヲΑケやキإや ラヲΒレボわャや ラヲダわガヨャや 
   

 
*  ノΑコヲゎモムよ るヤヨバャやヱ リΒヘドヲヨャや  るエヤダョヶヤバヘャや ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャや ょジェ 
 
 

:れゅィゅわレわシΙや 
 

IIIれやゲشぽヨャや . 
 

ゲشぽヨャや ゆゅジわェإや るボΑゲヅ ゲشぽヨャや るヨΒホ 
(%) れゅィゅわレわシや 

りゲビゅゼャや テトガャや ャや キギハ テトガャや キギハ/ りゲビゅゼャや テトガ
)ヮΒヤハ ベキゅダヨャや( ヶヤムΒヰャや ユΒヌレわャゅよ  .....%  

 るらジレャゅよ りゲビゅゼャや テトガャや
 るΒハゲヘャや れやケやキΗやヱ れやケやキΘャ

ウャゅダヨャやヱ 

 テトガャや キギハ/ りゲビゅゼャや テトガャや キギハ
 れやケやキΘャ るらジレャゅよ( れやケやキΗゅよ

)ウャゅダヨャや ءゅシぼケヱ るΒハゲヘャや 
 .....%  

ゲΒヅほわャや るらジル أ ブレタ12+أ  ヶヤヨイャや キギバャや/
ヲハΖャラや  .....%  

るエヤダョ モムよ ょΒピわャや るらジル  モヨバャや ュゅΑأ キギハ/ れゅよゅΒピャや ュゅΑや キギハ
りゴイレヨャや 

 .....%  

れゅィゅわレわシΙや 
 

 ヶヘルゅィ リョ ケヲトわャや るバよゅわョ *(n-5)  ゲらヨジΑキ ヴャま(n-1): 
: るΒャゅわャや れゅΒトバヨャや キギエゎ メヱやギィ ノッ 

 
:メヱأや ラやヲレバャゅよ ケヲィأや るヤわミ ケヲトゎ 

2015 2016 2017 2018 2019 
     

 
ィゅわレわシや:れゅ 

 
 :ラやヲハأャ ヶヤヨイャや キギバャや ケヲトゎ 

ラヲヘドヲヨャや: 
2015 2016 2017 2018 2019 
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:れゅィゅわレわシや 
 

:るヤヨバャや 
2015 2016 2017 2018 2019 
     

 

:れゅィゅわレわシや 
 

 
ギハゅボわャや ヴヤハ るャゅェإや 

 
 ラヱケキゅピヨャや 2017 2018 2019 2020 2021 
 ラヲヘドヲヨャや      

 るヤヨバャや      
 

:るΑギヤらャや ヶプ ケゅヨハأや ュゲワ 
 

  
 

:れゅィゅわレわシや 
 

 れゅΑヲャヱأや ょΒゎゲゎヱ れゅΒィゅエャや ギΑギエゎ 
 

1 :るェヱゲトヨャや れゅΒャゅムاشや ギΑギエゎヱ れゅィゅわレわシاや るヤタヲェ 
 

2  :れゅΒィゅエャや ギΑギエゎ 
 
3 :れゅΑヲャヱأや ょΒゎゲゎ 

 モヨバャや ユΒヌレゎ ンヲわジョ ヴヤハ: . أ
 

ゆ . :モボレャやヱ れゅよやギわルاや ンヲわジョ ヴヤハ 
 

 
るΑヲャヱΕや 

れゅよやギわルΙや( /)モボレャや ヵケやキΙや マヤジャや ヶレボわャや マヤジャや や マヤジャやゾわガヨャ 

1    
2    
3    
 

 ユホケ るΑヲャヱأャ るらジレャゅよ1:ブΒドヱ モムャ るらジレャゅよ るΒジΒئゲャや れゅΒタゅガャや キギェ ، 
:ブΒドヲャや ラやヲレハ 
:るらゎゲャやヱ ブレダャや 

 
:るΒジΒئゲャや ュゅヰヨャや * 

- 
- 
- 
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- 
 
- :)りキゅヰゼャや( ヶシゅシΕや リΑヲムわャや 
 
- :るよヲヤトヨャや れやءゅヘムャやヱ りゲらガャや 
 

 
ァ . :リΑヲムわャや メゅイョ ヶプ れゅΑヲャヱأや 

 
 

ョゅバャや れゅィゅΒわェΙや ـ:るΑギヤらヤャ る 
 

:るΑキゲヘャや れゅィゅΒわェΙや ـ 
 
 
4 :るΑヲャヱや モムャ ゅワキゅヨわハや リムヨヨャや モエャや れゅΒضゲプ 
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 オΑケゅわャや…………………. 

ヶヘΒドヲャや ブタヲャや るホゅトよ 
 
1 ブΒドヲヤャ ュゅハ ユΑギボゎ ( Le Poste )   

ブΒドヲャや :…………………………………..... 
............................ るヘΒドヲャゅよ るトらゎゲヨャや るレヰヨャや........... 

................................. :ユジボャや       .................................. :るエヤダヨャや 
るヘΒドヲャや りゲشゅらヨャ るよヲヤトヨャや れΚワぽヨャや 

- ..................................... : るΒヨヤバャや ギئゅヰゼャや 
- ............................... :ゆヲヤトヨャや ブレダャや ヱأ るらゎゲャや 

ザΒئゲャや ゲشゅらヨャや 
- ............................. :ユシΙや 
- ............................ :るヘダャや 
- ......................... :リΒシヱぼゲヨャや ラやヲハΕや キギハ 

 
 
2 ラヲバャゅよ るタゅخ れゅΒトバョ 

.................................... :ユシΙや 

.................................... :ょボヤャや 
キΙヲャや オΑケゅゎ............................ :り 

......................... :ギΒェヲャや フゲバヨャや 
.................................... :マヤジャや 

..................... オΑケゅわャや .................................. ブレダャや / るらゎゲャや 
.......................................... : るΒヘΒドヲャや るトガャや..................... 

.................................. : ゅヰΒヤハ モダエわヨャや ギئゅヰゼャやヱ ヶヨヤバャや ンヲわジヨャや 
............................................................. : るヤムシゲャやヱ リΑヲムわャや 
...................................................... : りケやキΚヤャ メヲカギャや オΑケゅゎ.. 
..................................................................... :モヨバャや ラゅムョ 

 
 
 
 
3 ブΒドヲャゅよ るヤダわョ るトゼルأヱ ュゅヰヨャや 

...................................... )ケやゲボャや グカや ヶプ るヨワゅジヨャや るィケキ( :るΒャΚボわシΙやヱ るΒャヱぽジヨャや 

 

るΒシゅシΕや  るΒッゲバャや 
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- ....................................... 
- ....................................... 
- ....................................... 
- ....................................... 
- ....................................... 
- ....................................... 
- ....................................... 

 

- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 

4 れゅΑゅــــــヘムャや 

 ヲヤトヨャや れゅΑゅヘムャやるよ ゅヰよ ゥゲダヨャや れやケギボャや れゅヌェΚヨャや 

るΑゲヌレャや フケゅバヨャや 
 

 
 

  

るΒボΒらトわャや フケゅバヨャや 
れやケゅヰヨャや 

 
 

  

るΒホΚバャや フケゅバヨャや 
れゅΒミヲヤジャや 

 
 

  

 

5 るヘΒドヲャや るシケゅヨョ フヱゲド 
るヘΒドヲャや コゅイルΗ りゲプヲわヨャや モئゅシヲャや 

りケゅΒシ れやギバョ るΑヱギΑ れやギバョ るΒョΚハま れやゴΒヰイゎ るΒらわムョ キやヲョ ンゲカأ キやヲョ 
............... 

............... 
............... 

............... 

............... 

............... 

.................. 
................. 
................. 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 
... るハゅジャや リョ :モヨバャや ろΒホヲゎ......................... るハゅジャや ヴャや  .................... 

.......................... :るΒハヲらシΕや るヤトバャや ュヲΑ 
............................. :ヅゅゼレャや るシケゅヨョ リハ るヤヨわエヨャや ゲヅゅガヨャや 
.............................................. :るΑゅホヲャやヱ るΑゅヨエャや モئゅシヱ 

 
ヲバャや ءゅツョまラ 

 
ゲشゅらヨャや ザΒئゲャや ءゅツョま 

 
りケやキΗや ザΒئケ ءゅツョま 
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 や ブヤョ ネやギΑإるらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヤャ るよゅイわシ            أァクヲヨル إ

 
       るΒジルヲわャや るΑケヲヰヨイャや 

              ャや りケやコヱるゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼ 
            ....... るΑΙヱ............... 
               るΑギヤよ ....................... 

                                                                                                                                                                        
..../../.. ヶプ ........ 

 

ザΒئケ リョ るΑギヤよ........................ ...... 

まヴャ 

 チヱゲボャや ベヱギレダャ ュゅバャや ゲΑギヨャや ギΒジャや 

  るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ 
(9  アヰル،りケコやぽヨャや 1003  ءやゲツガャや ヶェ-  ) ザルヲゎ 

 

 

ヨャやضـヲـネヲ : よ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま メヲェـ  るレシ ラやヲレバよ ...........   

ょΒェゅダヨャや: . ブヤョ  

 

            バよヱـギـゼゎـ، أ ユムΒヤハ モΒェأ ラほよ フゲ،やグワ るボプケ،  ءゅヘΒわシΗ るわらんヨャや ペئゅثヲャや リヨツわΑ ゅΑケやキま ゅヘヤョ

るΑギヤよ .......... ヤャャ るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼヴヤハ メヲダエヤ  るレシ ラやヲレバよ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや....  . 

          ヲィゲヨャやヱ ، モツヘわャやよヨャや ペئゅثヲャや リョ ろらんわャやヱ チヱゲバヨャや ブヤヨャや るシやケキ ギダホ ラクΗゅ،るョギボ 

ャや りギハゅジヨャや モΑヲエゎ るボプやヲヨャや りケヲタ ヶプヱ モツプأ ヶプ りケヲミグヨ.メゅィΓや   

 

 ـاュــジャやヱــــ                                                                                         

 ゅツョΗやء                                                                                               

                                                                                                                ザΒئケャやるΑギヤら  
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 るゃΒらャやヱ るΒヤエヨャや ラヱぽゼャや りケやコヱ 
るΑاヱ.............................. 
るΑギヤよ............................. 

 
 

るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま ユΒΒボゎ ブヤョ よــــ ..... 
 

メやぽジャや ゆやヲイャや 
 ソゅخ

ゅよベヱギレダャ 
 (CPSCL ) 

 

1    りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإや るレシ るΒルやゴΒョ ネヱゲゼョ ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョ 
21
11
11
11
ろル 

 るレジャ るΒルやゴΒヨャや ネヱゲゼョ メヲェ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョヱ るャヱやギョ オΑケゅゎ ゲミクأ
 るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや ؟

..../../..  

 メヲェ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るジヤィ ゲツエョ リョ るガジレよ ブヤヨャや ベゅプケま リムヨΑ モワ
 るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ るΒルやゴΒヨャや ネヱゲゼョ ヴヤハ るホキゅダヨャや ؟  

        ょΒェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル 
      ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ،Ι 

       
 

2   るレジヤャ るΒャゅヨャや れゅよゅジエャや ヴヤハ るホキゅダヨャやn-2  

2 

イャや ろャゅェأ モワ るレジャ るΒャゅヨャや ゅヰゎゅよゅジェ るΒヤエヨャや るハゅヨn-2  ヴャま フやゲشΗや るトヤシ
るダわガヨャや؟ 

          ユバル             Ι  

 )るレジャや ، ゲヰゼャや ،ュヲΒャや ( オΑケゅわャや ゲミクأ ، ユバレよ るよゅィΗや ろルゅミ やクま ..../../.. 

 るボΒثヱ リョ るガジレよ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャや ヴヤハ メヲダエャや ブヤョ ベゅプケま リムヨΑ モワ
 るャゅェΗや؟ 

        ょΒェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル 
        ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ،Ι 

3 るホキゅダョ  ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョャや アョゅルゲらإャ ヵヲレジャや るャヲらボョ るΒミケゅゼゎ るよケゅボョ ペプヱ ギّバヨャや ケゅヨんわシ 

3 

 るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ ヵヲレジャや ケゅヨんわシΗや アョゅルゲよ キやギハま ユゎ モワ؟ 
        ょΒェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル 

 
        ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ، Ι 

 

 るΒョヲヨバャや るジヤイャや ゲツエョ リョ るガジレよ ブヤヨャや ベゅプケま リムヨΑ モワ ،ユバレよ るよゅィΗや ろルゅミ やクま
 テらッ メヲェ リΒレヅやヲヨャや ケヲツエよャや アョゅルゲらΘャ ヵヲレジャや؟ ケゅヨんわシ 

ょΒェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル 
 

ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ، Ι 

ゲゼョ ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョヱ るャヱやギョ オΑケゅゎ ゲミクأ アョゅルゲよ ネヱ
 ../../.... るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ ヵヲレジャや ケゅヨんわシΗや ؟  

 メヲェ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギョ ラヲヨツョ リョ るガジレよ ブヤヨャや ベゅプケま リムヨΑ モワ
ダヨャや ケゅヨんわシΗや アョゅルゲよ ネヱゲゼョ ヴヤハ るホキゅ ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ ヵヲレジャや

 るヘドヲヨャや؟  

       Βェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル ょ 
      ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ،Ι 

 

4 るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヶレヅヲャや ギタゲヨャや ノホヲョ ヴヤハ るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや ュやゲよإ ヵヲレジャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや ケゅヰشま 

4 

 ネゅヘわルΗや るレジャ るΒョヲヨバャや れゅボヘダャや ュやゲよΗ ヵヲレジャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや ケゅヰشま ユゎ モワ
や れゅボヘダヤャ ヶレヅヲャや ギタゲヨャや ノホヲョ ヴヤハ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ؟ るΒョヲヨバャ 

 

         
                ユバル              Ι 

 

  ../../.... ユバレよ るよゅィΗや ろルゅミ やクま، أゲゼレャや オΑケゅゎ ゲミク ؟
  ………………http/www أケヲミグヨャや ヵゲΑギボわャや テトガヨャや ヴヤハ ネΚヅΘャ ヶルヱゲわムャΗや ノホヲヨャや ラやヲレハ ゲミク ؟

5 ヨャゅよ ネゅヘわルاや るΒホゅヘゎま ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョるヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジ 

5 

 るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΙや るΒホゅヘゎま ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ ベキゅタ モワ
 るΒヤエヨャや れゅハゅヨイャや りギハゅジョヱ チヱゲボャや ベヱギレタ ノョ るョゲらヨャや ؟

 
                ユバル          Ι 

 

 るΒホゅヘゎま ヴヤハ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るホキゅダョ オΑケゅゎ ゲミクأ ،ユバレよ るよゅィΗや ろルゅミ やクま
 ../../.... るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΙや ؟

 

Ηや ろルゅミ やクま ブヤヨャや ベゅプケま リムヨΑ モワ ،ユバレよ るよゅィ るガジレよ りケヲミグヨャや るΒホゅヘゎΗや リョ るΒヤタأ
 ケ モらホ リョ りゅツヨョヱ ゅヰΒヤハ ベキゅダョئるΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザΒ ؟  

 

        ょΒェゅダヨャや ゲヌルأ ، ユバル 
      ょΒェゅダョ ギィヲゎ Ι ،Ι 
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ャや りケやコヱヨャや ラヱぽゼるゃΒらャやヱ るΒヤエ 
るΑاヱ ................................... 
るΑギヤよ ................................... 

 
 
 
 

るらィヲわジヨャや ゅΒルギャや ヅヱゲゼャや ءゅヘΒわシま ブヤョ ょΒェゅダョ ヶプ ヶヘΒャأゎ ブゼミ 
るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルإャ よ..ـــ................................. 

 るョΚハ ノッ (X レヨャや るルゅガャや ヶプ) ょΒェゅダヨャや ユホケ ゲミク ノョ  るらシゅ 
 
 
 

 

 ユホケ
 ヅゲゼャや
ヴルキأや 

ょΒェゅダヨャや  ユホケ
ょΒェゅダヨャや 

1 
  ネヱゲゼョ ヴヤハ るボプやヲヨャや メヲェ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ るャヱやギョ ラヲヨツョ リョ るガジル

るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや るレジャ るΒルやゴΒヨャや.  

2  ガジルる  リョるボΒثヱ ャ るΒャゅヨャや れゅよゅジエャや るャゅェまヤ るレジn-2   ヴャまゲشΗや るトヤシるダわガヨャや フや  

3 

  るレジャ  ヵヲレジャや ケゅヨんわシΗや アョゅルゲよ リョ るガジルるヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや.  

  テらッ メヲェ リΒレヅやヲヨャや ケヲツエよ るΒョヲヨバャや るジヤイャや ゲツエョ リョ るガジルャや アョゅルゲら

 ヵヲレジャやケゅヨんわシΘャ るレジャるヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや. 

 

  リョ るガジルるャヱやギョ ラヲヨツョ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ ヲェ アョゅルゲよ ヴヤハ るホキゅダヨャや メ

ヵヲレジャや ケゅヨんわシΘャ  るレジャるヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΗや. 

 

4 
   ケゅヰشみよ るΒヤエヨャや るハゅヨイャや ュゅΒホ ろらんΑ るΒョヲヨバャや れゅボヘダヤャ ヶレヅヲャや ノホヲヨャや リョ ァゲガわジョ

.れゅボヘダャや ュやゲよΗ ヵヲレジャや ヵゲΑギボわャや ゅヰトトガョ 

 

5 
 ガジルる  るΒヤタأョ るヘドヲヨャや ゲΒビ りギハゅジヨャゅよ ネゅヘわルΙや るΒホゅヘゎま リョ リョ りゅツヨョヱ ゅヰΒヤハ ベキゅダ

モらホ  ザΒئケるΒヤエヨャや るハゅヨイャや ザヤイョ. 

 

 
 
 

        


