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                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヱ 

 

 

 

 

 
 -عرف مايلي : -اوا :          

o : るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや- やヱホ ラョ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや ラョ ケキタΑゅョ クΑヘルゎよ ュヱボゎ ヶゎャや るヰィャ ラΑルや 

 

o  るピャ ケヱゎシキャや:-   ゅワゅッゎボョ⇒よ メョバΑ りキハゅボャや 
o ケタゅバョャや ゥΚヅタΙや ヶプ ケヱゎシキャや:-  ュミェャや ュゅドルヱ るャヱキャや メミセ ラΑよゎ ヶゎャや るΑシゅシΕや キハやヱボャや るハヱョィョ  ベヱボェヱ

キやケプΙや れゅΑケェヱ 
o  ヶルヱルゅボャや ヴルバョャや ヶプ ケヱゎシキャや:- るョゅバャや れゅヅヤシャや るヘΑドヱ ュΑドルゎヱ ラΑΑバゎよ るタゅカャや キハやヱボャや 

 
o  ラヱルゅボャや:-  ルゎャ るョゅハ キハやヱホ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや ラハ ケキタΑ ラΑバョ ネヱッヱョ ュΑド  
o るェもΚャや :-   るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ラハ ケキタゎ るョゅハ キハやヱホ れやク れやケやケホ 

∨ ケヱゎシキャや フもゅドヱ ヶワ ゅョ /サ 

1- ヶルヱルゅボャや ゅワキヱィヱヱ るャヱキャや ラゅΑミ キΑキェゎ 

2- ュミェャや ネヱル キΑキェゎ 

3- るョゅバャや れゅΑケェャやヱ ベヱボェャや ュΑドルゎ 

4-  ゅヰゎシゅΑシヱ るャヱキャや アヰルョ キΑキェゎ 

5- れゅΑケェャやヱ ベヱボェャや ュΑドルゎ キケヘヤャ るョゅバャや 

 

 ュゅハ クルョ れΑヱミャや るャヱキ ケΑゎゅシキ ソもゅタカ ラΑよ ラケゅホ /サヱΓヲヱ  ュゅハ ヴゎェヱΓヶヲ∨ 
ケヱゎシキャや ヮタもゅタカ 
ヱΓヲヱ 1-  ゆヱゎミョ ケヱゎシキ メヱや 

2-  ヅボプ キやヱョ サョカ ヴヤハ ンヱゎェや 

 
ヱΓンΒ 1-  ヶバΑケセゎャや サヤィョャや メよホ ラョ ヮゎビゅΑタ れョゎ 

2-  ケよゅィャや キョェや オΑセャや メよホ ラョ ヮΑヤハ るホキゅタョャや れョゎ 

 
ヱΓヶヱ 1-  ュャゅシャや 聴キよハ オΑセャや ロケキタや 

2-  キェやヱ ュゅハ りキョャ ヮよ メョバャや ュゎ 

 
ヱΓヶヲ 1-  ヶシΑシゅゎャや サヤィョャや ロキハや 

2-  ュャゅシャや 聴キよハ オΑセヤャ ヮバプケ ュゎ 

3- ュヱミェョャやヱ ュミゅェャや ラΑよ るボをャやヱ ラヱゅバゎャや ゥヱケ ケヰドや 
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ヲ 

 

 
 

 ュゅバャ れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ れゅヘタ ヶワ ゅョ /サヱΓヶヲ ∨ 
1-    ゆヱゎミョヲ-    キョゅィン-     りケタゎカョヴ-  りケミクョ ベゅェャやヮタヱタルャ るΑケΑシヘゎ 

 

∨ ゅョΑキホ れΑヱミャや るャヱキ ヶプ ュミェャや るバΑよヅ ヴヤハ りゅΑェャや るヅゅシよ れシミバルや フΑミ /サ 

1- るΑハゅョィャや りケヱゅセョャや ペΑケヅ ラハ ュミゅェャや ケゅΑゎカや ラゅミ 

2-  れルゅミるホΚハ ゆヱゎミョ ケΑピャや キボバャや ヴヤハ るョもゅホ るΑハケャゅよ ュミゅェャや 

3- サゅルャや ラΑよ れゅプΚカャや メェヱ キヱプヱャや メゅよボゎシゅよ ュヱボΑ ュミゅェャや ラゅミ 

4-  ュミェャやヱ メタヘャや ュゎΑ ラゅミキΑャゅボゎャやヱ フやケハΙやヱ ヶョΚシΙや ラΑキャや サゅシや ヴヤハ ラョ サゅルャや ラΑよ 

 

∨ ュミゅェャや ケゅΑゎカΕ るョΑキボャや るボΑケヅャや ゥケセや /サ 
1- るョミェャやヱ メボバャや るェゅィケよ ラヱヘタゎΑ ラョョ ゅワキやケプや キェや るョミゅェャや りケシΙや ケゅゎカゎ 

2- るバΑゅよョヤャ ノョゎィョャや キやケプやヱ キヤよャや ¬ゅヰィヱ ヶゎほΑ 

 

 サヤィョャや メェ キバよ れをキェ ヶゎャや れやケヱヅゎャやヱ れやケΑピゎャや ヶワゅョ /サ ュゅハ ヶバΑケセゎャやヱΓンΒ∨ 
1-  ュゅハ ヵケΑョや ケョや ケヱキタヱΓヵΓ キΚよヤャ ヵケやキΙや ュΑドルゎャや ラよΑ 

2-  ュゅハ ¬ゅッボャや ラヱルゅホ ケヱキタヱΓヵΓ 

3-  ュゅハ サャゅィョャや ラョ るハヱョィョ ¬ゅセルやヱΓヶヰ 

 

ヵキゅよョャや ヶワゅョ /サ ュゅバャ れΑヱミャや ケヱゎシキ ゅヰよ ¬ゅィ ヶゎャや ¬ヱΓヶヲ ∨ 
1-  れΑヱミャやるΑよケバャや るョΙや ラョ ¬コィ 

2- るΑョΚシや るャヱキ れΑヱミャや 

3- るΑをやケヱ りケゅョや れΑヱミャや 

4- ドルれゅヅヤシャや ヴヤハ ュヱボΑ ヶヅやケボョΑキ ュミェャや ュゅ 

∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや れゅΑェΚタヱ れゅタゅタゎカや ケミクや /サ 

1- るャヱキャや ラヱぼセヱ りゅΑェャや ケヱョや ケΑΑシゎ 

2- ノョゎィョャや れゅィゅェ るシケやキ 

3- るャヱキヤャ るョゅバャや れゅシゅΑシャや ュシケ 

 

 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ン 

 

∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ケタゅルハ ヶワゅョ /サ 

1- るΑクΑヘゎャや るヅヤシャや サΑもケヱ るャヱキャや サΑもケ ヱワヱ / ケΑョΙや 

2-  ( りケやコヱャや¬やケコヱャや サヤィョヱ ¬やケコヱャやヱ ¬やケコヱャや サΑもケ ラョ ラヱミゎゎ ヶワヱ ) るョヱミェャや 

 

∨ ケΑョΙや ケゅΑゎカΕ ヵキゅバャや ゆヱヤシΙや ュやキカゎシや ゅヰよ ュゎΑ ヶゎャや れΙゅェャや ヶワゅョ /サ 
1- りゅプヱャや 

2- るΑェタャや りケキボャや ュキバャ るΑェルゎャや 

3- るΑケゅΑゎカΙや るャゅボゎシΙや 

 

 りキゅョャや ヴヤハ ゆゎケゎΑ やクゅョ /サヴ  ュホケ ラヱルゅボャや ラョヴ  るルシャヱΓヶヴ  ュゅミェや ラゅセ ヶプ∨ りケゅョΙや ゐケやヱゎ  
ヵキゅバャや ケΑピャや ゆヱヤシΙや 

 
1- ケΑョΙや ケゅΑゎカや ラΑェ ヴャや るャヱキャや サΑもケ れゅタゅタゎカや ¬やケコヱャや サヤィョ サケゅョΑ 

2- るョミゅェャや りケシΙや キやケプや キェや ウΑセケゎよ ¬やケコヱャや サヤィョ ュヱボΑ 

3- るョΙや サヤィョ ヴヤハ ウセケョャや チケハ ュゎΑ 

4-    ュヰΑプ ケプやヱゎゎ ゅョョ ¬ゅョシや るをΚを るョΙや サヤィョ ウセケ るョΙや サヤィョ ¬ゅッハや るΑよヤビや ヴヤハ ウセケョャや メタェΑ ュャ やクや 

        ヅヱケセャや 

ヵ-      ケΑョΕや ゆタルョ ヱヤカ オΑケゅゎ ラョ ュゅΑや るΑルゅョを メΚカ ケゅΑゎカΙや ュゎΑ ラや ゆィΑ 

ヶ- るョΙや サヤィョ ¬ゅッハや ペΑケヅ ラハ キヰバャや ヶャヱヱ ケΑョΙや ケゅΑゎカや ヶプ るΑよバセャや るミケゅセョャや るΑョワや  

 

           ∨ キヰバャや るΑΙヱ ヶャヱゎ ヅヱケセ ヶワゅョ /サ 
1- ゆシルャや 

2- りケヱミクャや 

3- ラΑをΚをャや ラシ パヱヤよ  ラハ やキΑバよ るΑルΚボバよ フケタゎΑヱ ゅΑケミプ ゅィッゅル ウよタΑ ラΑをΚをャや ラシ ヶプ メィケャや ラΙ ) メヤハ (
れΙゅバヘルΙやヱ ¬やヱワΙや 

4- メボバャやヱ キセケャや 

 

 /サ∨ ¬やケコヱャや サΑもケ ゆタルョ るΑョワや ヶワゅョ 
1- ヮもゅボよよ ラヱワケョ ¬やケコヱャや ¬ゅボよ 

2-  ュヱボΑ¬やケコヱャや ウΑセケゎよ 

3- れやケやコヱャや ラΑよ ュゅィシルΙやヱ ペΑシルゎャや ペΑボェゎよ ュヱボΑ 

4- ¬やケコヱャや サヤィョ れゅシヤィ サぺケΑ 

5- るョヱミェャや ュシゅよ ゐキェゎョャや ヱワ 

 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヴ 

 

∨ ¬やケコヱャや サΑもケャ ヮルΑΑバゎ キルハ ケΑョΙや ゅワケヱゅセΑ ヶゎャや るΑシゅΑシャや れゅΑタカセャや ケミクや /サ 
1- るョΙや サヤィョ サΑもケ 

2- るΑシゅΑシャや れゅハゅョィャや ¬ゅシぼケ 

3- ラΑボよゅシャや りケやコヱャや ¬ゅシぼケ 

 
 
 

 ケミクや /サ∨ ¬やケコヱャや ネやヱルや ヶワゅョ 
1- りやケコヱよ ケΑコヱ 

2- りやケコヱ Κよ ケΑコヱ  - ¬やケコヱャや サヤィョ ラヱもセャ るャヱキャや ケΑコヱ-- るョΙや サヤィョ ラヱヱもセャ るャヱキャや ケΑコヱヱ 

 

∨るョΙや サヤィョ ¬ゅッハや キキハ ゐヤを ¬やケやコヱャや キキハ コヱゅィゎΑ Ι ラや ゆィΑ メヤハ /サ 
 ァ  /ゆカゎルョャや ケタルバャや ヴヤハ ラΑバョャや ケタルバャや ヶヅピΑ Ι ヶミャ  
 
 

Α ラや ケヱゎシキャや ゆィヱや メヤハ /サ∨ ラΑよカルョャや るョΙや サヤィョ ¬ゅッハや ラΑよ ラョ ¬やケコヱャや チバよ ケゅΑゎカや ュゎ 

 ァ   メゅィョャや ウゎプメゅカキΗ ケタゅルハ ュヰゎやケよカ ラョ りキゅヘゎシΚャ るタタカゎョ 

 

 

サ / るョΙや サヤィョャ ヶバΑケセゎ メタプ ¬キよ メミ ノョ りやケコヱャや メΑミセゎャや りキゅハや ゆィΑ メヤハ 

るョヱミェャや るヤΑミセゎ ノョ るボプやヱゎョ るョヱミェャや るヤΑミセゎ ラヱミゎ ヶミャ /ァ 

 

ケゅΑゎカや るボΑケヅ ケミクや /サ ∨ ¬やケコヱャや 

1- や¬ゅルよ   り¬ゅヘミャやヱ るボをャや ュヰΑプ ンケΑ ラョャ ¬やケコヱャや サΑもケ ウΑセケゎ ヴヤハ 

2-  ¬やケコヱミ ュヰΑヤハ るボプやヱョヤャ ケΑョΙや ヴャや ュヰもゅョシや ノプケゎ 

 

∨ ¬やケコヱャや ケゅΑゎカや ヅヱケセ ヶワゅョ /サ 
1-  るΑヤタや るヘタよ ヶゎΑヱミ ラ ヱミΑ ラや 

2-  ラハ ロケョハ メボΑ Ιンヰ  るルシ 

3-  るよゅゎミャやヱ り¬やケボャや キΑィΑ 

 
 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヵ 

 

 ゅヰバッヱ ヶゎャや ヅよやヱッャや ケミクや /サ∨ ュヰよタルョャ ュヰビケヘゎ ラゅョッャ ¬やケコヱャや ヴヤハ ケヱゎシキャや 
1-  ンケカや るΑョヱミェ るヘΑドヱ ヵやヱ ケΑコヱャや ゆタルョ ラΑよ ノョィャや ュキハ 

2-  ¬やケセャやヱ ノΑよャや メをョ るΑョヱミェャや れゅヰィャや ノョ キヱボハ ュやケよや ュキハ 

 
 るよヱヤヅョャや ケヱゎシキャや キやヱョ 

-  りキゅョャや ヶワ るΑよケバャや るョΙや ラョ ¬コィ れΑヱミャや ラや ヴャや ケΑセゎ れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ キやヱョ ンキェや ュホケヱ 

-  ヶワ るΑョΚシや るャヱキ れΑヱミャや ラや ヴャや ケΑセゎ れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ キやヱョ ンキェや ュホケ りキゅョャやヲ 

-  ヶワ るΑをやケヱ りケゅョや れΑヱミャや ラや ヴャや ケΑセゎ れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ キやヱョ ンキェや ュホケ りキゅョャやヴ 

 
-  ヶワ ヶヅやケホヱョΑキ ュミェャや ュゅドル ラや ヴャや ケΑセゎ れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ キやヱョ ンキェや ュホケ りキゅョャやヶ 

–  ケヱゎシキャや キやヱョ ンキェや ヶワ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや メゅョハや ヴャや れケゅセや  ュホケ りキゅョャやヱヲン 

-  るョヱミェヤャ るョゅバャや るシゅΑシャや ュシケΑヱ るャヱキャや ウャゅタョ ヴヤハ ラョΑヰΑ ¬やケコヱャや サヤィョ ラや ヴャや れケゅセや ケヱゎシキャや キやヱョ ンキェや
 ヶワ ュホケ りキゅョャやヱヲン 

 -  ヶワ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ケタゅルハ ヴャや れケゅセや ケヱゎシキャや キやヱョ ンキェや ュホケ りキゅョャやヵヲ 

– ゎシキャや キやヱョ ンキェや ヶワ¬やケコヱャや サヤェヱ ケΑョΙや ゅワΙヱゎΑ るよクΑヘルゎャや るヅヤシャや ラや ヴャや れケゅセや ケヱ ュホケ りキゅョャやヵヲ 

-  ケΑセゎ ュホケ りキゅョャやヵヴ  サョゎ Ι るルヱタョ ヮゎやク ラやヱ るャヱキャや サΑもケ  ケΑョΙや  ラや ヴャや 

 
 

         : ュΑワゅヘョャや- 

 /ヱやるΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや  
 : ¬やケコヱャや サヤィョ-  るャヱキャや ウャゅタョ ヴヤハ ラョΑヰゎ るシシぼョ ラΑヤミセョ ゅバΑョィ ¬やケコヱャやヱ ¬やケコヱャや サΑもケ ネゅョゎィや ヱワ 

 : るΑキゅバャや フヱケドャや- るョΙや サヤィョ キヱィヱよ ュゎΑ るャヱキャゅよ ケヱョΙや ケΑシ ラや ヶワ 

 : るΑプケバャや ュゅミェΙや-  るャヱキャや ヮャ チケバゎゎ ケヅカ るヰィやヱョ メィや ラョ れバッヱ ヶゎャや ュドルャや ヶワ 

 

  るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや  / ゅを 

  るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや:- ヶゎャや るヰィャや ヶワ るャヱキャや ヶプ るョゅバャや りゅΑェャや ュドルゎ ヶゎャや れゅバΑケセゎャや ケやキタゅよ ュヱボゎ 

 :  ラヱよカゎルョャや ¬ゅッハΙや-  りケセゅよョャや りケェャや れゅよゅカゎルΙや メΚカ ラョ りケセゅよョ ゆバセャや ラョ ュワケゅΑゎカや ュゎΑ ラΑクャや ¬ゅッハΙや ュワ 

 : ヶバΑケセゎャや ソゅタゎカΙや-  ラΑルやヱボャや ケやキタや ヱ ラシ ヴヤハ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや りケキホ 

 ャや るΑルやコΑョャや: るョゅバ-  るヤよボョ るルΑバョ りケゎプ メΚカ ゅヰゎゅプヱケタョヱ るャヱキャや れやキやケΑや メゅョゎェや ケΑキボゎ 

 : ヶョゅゎカャや ゆゅシェャや-  るΑャゅェャや るルシャや メΚカ るΑヤバヘャや れゅボヘルャやヱ  れやキやケΑΙや ヶワ 

  るΑシゅΑシャや るよゅホケャや:-  るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや ¬やキや ヴヤハ るョΙや サヤィョ ゅヰよ ュヱボΑ ヶゎャや るよゅホケャや ヶワ 

 : るョΙや サヤィョ メェ-  るΑハゅョィ るャゅホや ヱワキΑキィ サヤィョ ゆゅカゎルΕ ゆバセヤャ ネヱィケャや フキヰよ ラΑよカゎルョャや ヮもゅッハや るプゅミャ 

 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヶ 

 

 るΑもゅッボャや るヅヤシャや / ゅをャゅを 

  れゅハコゅルョャや チヘャ るΑョヱΑャや りゅΑェャや ゅΑゅッホ ヶプケドルゎ ヶゎャや ュミゅェョャや ヶワ / るΑキゅバャや ュミゅェョャや 

  ラハ りケキゅタャや ュゅミェΙや キッ ュキボゎ ヶゎャや ラヱバヅャや ヶプ ケドルャゅよ ソゎカゎ ヶゎャや るョミェョャや ヶワ/ ゅΑヤバャや フゅルもゎシΙや るョミェョ るョミェョャや
 ヴャヱΙや るィケキャや ヶプ  るΑヤミャや 

 フゅルもゎシΙや るョミェョ ュミェ キッ るョキボョャや ラヱバヅャや ヶプ ケドルゎヱ ヵキゅバャや ¬ゅッボャや ヶプ るョミェョ ヴヤハや ヶワ / コΑΑョゎャや るョミェョ 

  ラΑルやヱボャや るΑケヱゎシキ るよホやケョよ るタゎカョャや るョミェョャや ヶワ / るΑケヱゎシキャや るョミェョャや 

 ゎゎヱ ヶもゅッボャや ヅよッャや ラヱぼセ ヴヤハ フケセゎ ヶゎャや るヰィャや ヶワ /  るョゅバャや るよゅΑルャやラΑョヰゎョャや ペェΚゎヱ ラΑルやヱボャや ペΑよヅゎ ノよゅ 

  れやヱルシ ゐΚを りキョャ サよェャや ラハ ゅヰΑプ るよヱボバャや キΑコゎ Ι ヶゎャや ゅΑゅッボャや ヶワ / ウルィャや ゅΑゅッホ 

 

 ラゅシルΙや ベヱボェ / ゅバよやケ 

 キやケプΙや メミ ゅヰΑプ ヵヱゅシゎΑヱ りキゅバシャや ラゅシルΚャ ペボェゎヱ ラヱルゅボャや ゅヰΑョェΑ ヶゎャや るΑシゅシΙや れゅよヤヅゎョャや ヶワ / ラゅシルΙや ベヱボェ 

  るΑシゅΑシャや れゅΑケドルャや/  ヮゎゅよィやヱヱ ヮホヱボェヱ ヶシゅΑシャや ュゅドルャゅよ キケヘャや るホΚハ ラΑよゎ ヶゎャや ヶワ 

  ケヱタバャや ケョ ヴヤハ ラゅΑピヅャやヱ ュヤドャやヱ キやキよゎシΙや キッ れョゅホ ヶゎャや れゅミケェャや ヶワ / るΑシゅΑシャや れやケヱをャや 

 

 

 

 السلطة التنفيذية  /
∨  ¬やケコヱャや サヤィョ れゅシヤィ ケΑシ ラゅョッャ るよヱヤヅョャや ヅヱケセャや ヶワ ゅョ サ 

1-     るΑケシ ラヱミゎヲ-    れやヱタΙや るΑよヤビゅよ ヮゎやケやケホ ケキタゎン-  ¬やケコヱャや フタル ラョ ケをミや ケヱッェ 

ゅタゎカΙや ヶワゅョ サ∨ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシヤャ るΑケやキΙや れゅタ 

1-    るΑョヱミェャや れゅハゅヅボャや ¬ゅセルやヲ-  ラヅやヱョャや ラョや るΑゅョェャ  ウもやヱヤャや ケやキタやン-  ラΑルやヱボャや ペΑよヅゎャ れΚΑタヘゎャや ュシケ 

ゎャや るヅヤシヤャ るΑシゅΑシャや れゅタゅタゎカΙや ヶワゅョ サ∨ るΑクΑヘル 

1- : ヶヤェョ ゆルゅィ-  ヮゎゅシヤィ メΑィゅゎヱ るョΙや サヤィョ メェ ヴヤハ りケキボャや 

2- : ヶャヱキ ゆルゅィ-  るΑャヱキャや れゅホΚバャや るョゅホや    *       るΑャヱキャや れゅΑホゅヘゎΙやヱ れやキワゅバョャや キボハ * 

∨ るョΙや サヤィョ ゆゅΑビ れΙゅェ ヶワゅョ サ 

1-      サヤィョャや りコゅィやヲ-    サヤィョャや メェ 

∨ ュΑシやケョャや ケやキタや ゅヰよ ュゎΑ ヶゎャや れΙゅェャや ヶワ ゅョ サ 

1-   るョΙや サヤィョ ゆゅΑビヲ-  ポャクよ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシヤャ るョΙや サヤィョ チΑヱヘゎ 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

Α 

 

∨ ュΑシやケョャや ケやキタや キルハ ゅヰゎゅハやケョ ゆィΑ ヶゎャや ヅよやヱッャや ヶワ ゅョ サ 

1-   れホぼョヱ ヶもゅルをゎシや メミセよ ゅワケやキタや ュゎΑ ラやヲ- ゅボェΙ るョΙや サヤィョ ヴヤハ チケバゎ ラや ゆィΑ 

ン- ゅワケやキタΙ りケヱケッ ポゅルワ ラヱミゎ ラや 

 ラΚハや ゅヰよ ュゎΑ ヶゎャや れΙゅェャや ヶワ ゅョ サ∨ るΑプケバャや ュゅミェΙや 

1-    るャヱキャや ヴヤハ ウヤショ ラやヱキハ ノホヱ やクやヲ-  るΑヤカやキ れゅよやケヅッや れをキェ やクやン-  ネヱホヱャや ヴヤハ ラやヱキハ ポセヱや やクや 

Ι/ السلطة التشريعية 
∨ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや ケタゅルハ ヶワゅョ サ 

1-     ケΑョΙやヲ –  るョΙや サヤィョ 

 るョΙや サヤィョ ケタゅルハ ヶワ ゅョ サ 
1-     ラヱよカゎルョ ¬ゅッハやヲ-  ¬やケコヱ 

 ベヱボェャや ヶワゅョ サ∨ るョΙや サヤィョ ヶプ ヱッハ ヮゎヘタよ ケΑコヱャや ゅヰΑヤハ メタェΑ ヶゎャや 

1-    るョΙや サヤィョ れゅシヤィ ケヱッェヲ-  ラΑルやヱボャや ヴヤハ れΑヱタゎャや 

 

∨ るョΙや サヤィョ ヶプ ヱッハ ヮルヱミ ラョ ュビケャや ヴヤハ ケΑコヱャや ゅヰΑヤハ メタェΑ Ι ヶゎャや ベヱボェャや ヶワ ゅョ サ 

1-   るボをャや ゥケヅ ヴヤハ れΑヱタゎャやヲ-  るΑヤカやキャや ラゅィヤャや るΑヱッハ 

 ラや ゆィΑ ヶゎャや ヅヱケセャや ヶワ ゅョ サ∨ ゆカゅルャや ヶプ ケプヱゎゎ 

-     るΑシルィャや ヶゎΑヱミ- ヲヱ  ベヱプ ゅョプ るルシ –  るΑよゅカゎルΙや メヱやキィャや ヶプ キΑボョ ラヱミΑ ラや 

∨ ウセケョャや ヶプ ケプヱゎゎ ラや ゆィΑ ラΑャや ヅヱケセャや ヶワ ゅョ サ 

-     るΑヤタや るヘタよ ヶゎΑヱミ- ンヰ   ベヱプ ゅョプ るルシ-   るよゅゎミャやヱ り¬やケボャや キΑィΑ 

ゎルΙや ケもやヱキャや ュΑシボゎ キルハ ゅヰゎゅハやケョ ゆィΑ ヶゎャや ケヱョΙや ヶワ ゅョ サ∨ るΑよゅカ 

1-       ラΑよカゅルャや キキハ ノΑコヱゎ ヶプ りやヱゅショャやヱ るャやキバャやヲ-  ペヅゅルョヤャ ヶプやケピィャや ゆケゅボゎャや 

 ¬ゅッハΙや キキハヱ ケもやヱキャや キキハ ヱ るルシャや ゐΑェ ラョ るΑよゅカゎルΙや ケもやヱキャや ュΑシボゎ メェやケョ ラΑよ ラケゅホ ヶャゅゎャや メヱキィャや メΚカ ラョ /サ
 りケもやキ メミ ラハ 

るヤェケョャや  るルシャや  ケもやヱキャや キキハ  りケもやキ メミ ラハ ゆやヱルャや キキハ 
 ヴャヱΙや ヱΓヶン ヱヰ ヵ 
 るΑルゅをャや ヱΓΒヱ ヲヵ ヲ 
 るをャゅをャや ヲヰヰヶ ヱヰ ヱヰ 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

Β 

 

サ 

 ∨ ラΑルやヱボャや ケやキタや メェやケョ ヶワ ゅョ 

1-    ゥやケゎホΙやヲ-    れΑヱタゎャやヱ るセホゅルョャやン-    チやケゎハΙや ヱや ペΑキタゎャやヴ- ャや りキΑケィャや ヶプ ラヱルゅボャや ケセル るΑョシケ 

∨ ゥやケゎホΙや メゅミセや ヶワ ゅョ サ 

1-      ゆもゅルャや ヮョキボΑ ラヱルゅホ ゥやケゎホやヲ-  るョヱミェャや ヮョキボゎ ラヱルゅボよ ネヱケセョ 

∨ れΑヱタゎャやヱ るセホゅルョャや るヤェケョ るΑョワや メヤハ サ 

1-     るプケバョャやヱ ネΚヅΚャ メゅィョャや ウゎプヲ-  フクェャや ヱや メΑキバゎャや ヱや るプゅッΙや るΑルゅミョや 

 

 السلطة القضائية     
∨ ¬ゅッボャや メΚボゎシや ¬キよョ るΑョワや メヤハ サ 

1- Αをほゎ るΑや ラハ メボゎショャや ヶッゅボャや ラΕ キΑキヰゎ ヱや フヱカ ラヱキ るャやキバャや ペΑボェゎャ ゆケホや ラヱミΑ れやケ 

 

∨ ¬ゅッボャや メΚボゎシや ¬キよョ ヮΑヤハ メョゎセΑ やクゅョ サ 

1-  ュヰよΑキほゎヱ ュヰゎゅΑホケゎヱ りゅッボャや ラΑΑバゎ ヶプ るΑクΑヘルゎャや るヅヤシャや メカキゎ ュキハ 

2-  りキヱヰセョャや るョΑケィャや れΙゅェ ヶプ Ιや るルゅタェ ヶッゅボャや ウルョ 

 

∨ ュミゅェョャや れゅシヤィ るΑルヤハ るΑョワや メヤハ サ 

1-     るャやキバャや ペΑボェゎ るャゅヘミ         ヲ- キやケプΙや サヱヘル ヶプ るルΑルゅョヅャや るハゅセや 

∨ るΑケシ ュミゅェョャや れゅシヤィ ゅヰよ ラヱミゎ ヶゎャや れΙゅェャや ヶワ ゅョ サ 

1-                                るΑホΚカΙや ノΑッやヱョャやヲ-  ゅワケやケシやヱ るャヱキャや ラョや ゅΑゅッホ 

∨ るΑキゅバャや ュミゅェョャや ゅヰよ ソゎカゎ ヶゎャや ゅΑゅッボャや ネやヱルや ヶワ ゅョ サ 

1-    るΑケゅィゎヲ-   るΑルキョン- るΑもやコィ    ヴ-      るΑタカセ メやヱェやヵ-  るΑケやキや 

∨ ヴャヱΙや るィケキャや ュミゅェョ ュゅシホや ヶワゅョ サ 

1-  キェやヱ ヶッゅホ ラョ ラヱミゎゎヱ るヅΑシよャや ゅΑゅッボャゅよ ソゎカゎ / るΑもコィ ュミゅェョ 

2-   りゅッホ ゐΚを ラョ ラヱミゎゎヱ ゅΑゅッボャや ヶホゅよよ ソゎカゎ / るΑヤミ ュミゅェョ 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

Γ 

 

 ∨ コΑΑョゎャや るョミェョ ソもゅタカ ュワや ヶワゅョ  サ 

1-  ケもやヱキ りキハ ラョ ラヱミゎゎ 

2-  りゅッホ サョカ りケもやキ メミ ュッゎ 

3-  ヵキゅバャや ¬ゅッボャや ヶプ るョミェョ ヴヤハや ケよゎバゎ 

 

 الرقابة والتعاون -رابعا:
∨ ペΑボェゎャや ラゅィャ メョハ るバΑよヅよ るボヤバゎョャや ケヱョΙや ュワや ヶワ ゅョ サシ 

1-    ゆやヱルャや ラョ ゅヰヤΑミセゎ ュゎΑヲ-   ゆやヱル サョカ ゅヰヤΑミセゎ ゆヤヅΑン- りキキェョ れゅΑェΚタ ゅヰャ 

 
 

∨ ゆやヱィゎシΙや ソもゅタカ ヶワゅョ サ 

1- メやぼシャや ラョ ヴヤハや るィケキ   ヶルゅョャケよャやヲ-   ロケヱタボよ ケΑコヱャや るヰィやヱョン-  キバよ ヮゎセホゅルョ ュゎゎΒ ュゅΑや 

∨ るボをャや ゥケヅ れやヱヅカ ヶワ ゅョ サ 

1-      ゆやヱル りケセハ ラョ ノホヱョ ゆヤヅヲ-   るΑよヤビゅよ ヮΑヤハ れΑヱタゎャやン-  メΑボゎショ ケΑコヱャや ケよゎバΑ るΑよヤビゅよ れΑヱタゎャや ュゎ やクや 

 

 

∨ るΑバΑケセゎャや るヅヤシャや メゅョハや ヴヤハ るΑもゅッボャや るよゅホケャや ケヱキ ヱワゅョ サ 

1-   ケヱゎシキャや ノョ ラΑルやヱボャや チケゅバゎ ュキハヲ-  るョミェョャや ゅヰヤヅよゎ ヴゎェ るΑケゅシ ヴボよゎ ケヱゎシキャや ノョ るッケゅバゎョャや ラΑルやヱボャや 

                                                るΑケヱゎシキャや 
 

.∨ るΑケヱゎシキャや るョミェョャや れゅタゅタゎカや ヶワ ゅョ サ 

1-    るΑケヱゎシキャや ソヱタルャや ケΑシヘゎヲ- ケヱゎシキャゅよ るボヤバゎョャや れゅハコゅルョャや ヶプ メタヘャや  

2-  サヤィョャや ¬ゅッハゅよ るタゅカャや ラヱバヅャや ヶプ ケドルャや 
                                                        

                           
 
 
 
 
 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヱヰ 

 

 
 

 / حقوق اانسان خامسا
∨ るΑシゅΑシャや るΑルΑキョャや ベヱボェャや れゅョシ ヶワゅョ サ 

1-     ヵキケプ ノよゅヅ れやクヲ- ラゅシルΚャ るΑバΑよヅャや  ベヱボェャや ヴョシゎ 

 ン-  ゅワケキゅタゎ ヱや ベヱボェャや ロクワ ヶプ るャヱキャや メカキゎゎ Ι 

∨ るΑプゅボをャやヱ るΑハゅョゎィΙやヱ るΑキゅタゎホΙや ベヱボェャや れゅョシ ヶワ ゅョ サ 

1-         ゅヰョハキヱ るャヱキャや メΚカ ラョ ペボェゎゎヲ-                るΑハゅョゎィやン-  メョバャやヱ ュΑヤバゎャや  ゅヰΑヤハ るヤをョΙや ラョ 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェよ ュゅョゎワΙや メヤハ サ 

1-   るΑョャゅハ れケゅタ ゅヰよ るよャゅヅョャや ヲ-    るャヱキャや ケヱヅゎ ラΑよゎン-  れゅミゅヰゎルΙや ラョ ケΑをミャや ラハ ケヱヅゎョャや ュΚハΙや フセミ 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェャ るョゅバャや れゅョシャや ケミクや サ 

1-      るΑバΑよヅヲ-       サゅルャや メミャ るョゅハン-       ゆルやヱィャや メミャ るヤョゅセヴ-  ラΑルやヱボャゅよ ゅヰゎΑゅョェ れョゎ 

 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェャ るΑルΑキャや ケキゅタョャや ヴヤハ るヤをョや ケミクや サ 

1-       りゅΑェャや ペェ るΑゅョェヲ-               れゅΑケェャや ュやケゎェやン-  ラΑケカΙや ベヱボェ ヴヤハ ヵキゎバΑ ラョ ヴヤハ れゅよヱボハ ノッヱ 

 サ 

∨ ラゅシルΙや ベヱボェよ ケヱゎシキャや ュゎワや フΑミ サ 

1-   ケヱゎシキャや ヶプ  ラゅシルΙや ベヱボェ ヴヤハ ソルャやヲ-    ゅヰΑヤハ るドプゅェョャや ヶプ るャヱキャや るΑャヱぼショ キよキェゎン- ゅヰャ ケヱゎシキャや るΑゅョェ 

 

キやヲョ  るΑグΒヘレわャや るトヤジャや 

1-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヲΒ  モボわジゎ ユャ ゅョ るΒらヤビΕや ヵぺゲよ ュゴわヤゎ るΒヤホΙや ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 

2-  ユホケ りキゅヨャや ゾレゎヱヵΑ  リヅやヲョ モミ ペレハ ヶプ るルゅョや リヅヲャや るョΚシヱ るャヱギャや フギワ ュΚジャや ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 

3-  りキゅヨャや ゲΒゼゎヶΒ エャや ゅョや るΒハゅプギャや ゆゲエャや リヤバΑ ゲΒョΙや ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ るョゲエヨプ るΒョヲイヰャや ゆゲ 

 

 キやヲョ  るΒバΑゲゼわャや るトヤジャや 

4-  りキゅヨャや ゾレゎヵヱ  るョΙや ザヤイョヱ ゲΒョΙや ゅワΙヲわΑ るΒバΑゲゼわャや るトヤジャや ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 

5-  りキゅヨャやゲΒゼゎΑΓ ) ヮΒヤハ ベギタヱ るョΙや ザヤイョ ロゲホや やクや Ιや ラヲルゅホ ケギダΑ Ι ( ケヲわシギャや リョ 

6-  りキゅヨャや ゲΒゼゎΓヴ  るΑゲシ ラヲムゎ ラや コヲイΑヱ るΒレヤハ るョΙや ザヤイョ れゅジヤィ ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 



 
                                                    ヱケやケヅャや りヱケョ / るョヤバョャや キやキハやワヮ 

ヱヱ 

 

 

 キやヲョ  るΒもゅツボャや るトヤジャや 

7-  りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヶヲ  マヤヨャや サゅシや りゅツボャや るワやゴルヱ ¬ゅツボャや フゲセ ヴャや ケヲわシギャや リョ 

8-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヶン  コヲイΑ Ιヱ ロ¬ゅツホ ヶプ ヶッゅボャや ヴヤハ るヰィ ヵΕ ラゅトヤシ Ι ヮルや ヴャや ケヲわシギャや リョプ モカギわャやヶ  るャやギバャや ゲΒシ 

9-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヶヵ  るΒもゅレんわシΙや メやヲェΙや ヶプ Ιや るΒレヤハ ユミゅエヨャや れゅジヤィ ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ  

10-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱンヲ  れや¬やゲィやヱ ユヰヘもゅドヱ るΑキほゎ ヶプ ¬やケコヲャや リョ ノボゎ ヶわャや ユもやゲイャゅよ ソゅカ ラヲルゅホ ギΑギエゎ ヴャや ケヲわシギャや リョ
 ユヰわヨミゅエョ ヱ ユヰョゅヰゎや 

 

ャやヱ るよゅホゲャや / ゅバよやケ ラヱゅバわ 

11-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヵヰ  ゅヰルヱゅバゎ ノョ れゅトヤジャや モダプ サゅシや ヴヤハ ュヲボΑ ユムエャや ュゅヌル ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 

12-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎΓΓ るヤゃシや ¬やケコヲャや ヱや ¬やケコヲャや ザΒもケ ヴャや ヮィヲΑ ラや ヲツハ モムャ ラや ヴャや ケヲわシギャや リョ 
 ユヰゎゅタゅダわカや ヶプ るヤカやギャや ケヲョΙや ゥゅツΒわシΕ 

13-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヱヲ  コヲイΑ ヮルや ヴャやュゅハ ネヲッヲョ ゥゲヅ ¬ゅツハや るジヨカ リョ ノホヲョ ょヤヅ ヴヤハ や¬ゅレよ 
 るゼホゅレヨヤャ 

14-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヱヴ  ペΒボエわャや ラゅイャ モムゼΑ ラや ろホヱ モミ ヶプ るョΙや ザヤイヨャ ペエΑ ヮルや ヴャや ケヲわシギャや リョ 

15-  ユホケ りキゅヨャや ゲΒゼゎヱヱヵ  リΒレヅやヲヨャゅよ るタゅガャや ヵヱゅムゼャゅよ ゾわガゎ るレイャ モムゼΑ るョΙや ザヤイョ ラや ヴャや 

16-  ユホケ りキゅヨャや ろダルヱヰヰ や ケヲわシギャや リョ ヱや ¬やケコヲャや ザΒもゲャ ゆやヲイわシΙや ヮΒィヲゎ ヶプ ペエャや ヲツハ モムャ ラや ヴャ
 ¬やケコヲャや 

 


