
 
 

╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N 
66-¨╆ 

"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ 

27.06.2013) 

гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ さぇしたけょくにた 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ぢëóÖ　ö 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöÖÜú がÜ½Üú 
27 ó0Ö　 2013 ÇÜÑí 

 
ぞíïöÜ　àóú げí¡ÜÖ äëóÖ　ö ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぱñÑñëí¿áÖ▲½ £í¡ÜÖÜ½ Üö 29.12.2012 N 273-ぱげ "だß 

Üßëí£ÜçíÖóó ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó" ç îñ¿　ê äëíçÜçÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ÜöÖÜüñÖóú ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 
ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
 

でöíöá　 1 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 1. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äÜ¿ÖÜ½Üôó　 ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　, äñëñÑíÖÖ▲ñ ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ 
ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 

 
1. ごçíÖÜçï¡í　 Üß¿íïöá äñëñÑíñö ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó 

ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (Ñí¿ññ - ÜëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　) Öí ÖñÜÇëíÖóôñÖÖ▲ú ïëÜ¡ 
ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äÜ¿ÖÜ½Üôó　 ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 (Ñí¿ññ - ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ 
äÜ¿ÖÜ½Üôó　): 

1) äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöá½ó, 
ÖÜ¢Ñí0àó½óï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ; 

2) äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

3) äÜ ¡Ü½äñÖïíîóó £íöëíö ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí 
ÑÜ½Ü; 

4) äÜ âóÖíÖïÜçÜ½Ü ÜßñïäñôñÖó0 äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
äÜïëñÑïöçÜ½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Ü¡í£íÖÖ▲½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½ ïÜßïóÑóú Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, 
ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, 
óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ). 

2. だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äëó ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú 
ó½ñ0ö äëíçÜ: 

1) Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äñëñÑíÖÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú £í ïôñö äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲ê 
½ñïöÖ▲½ ß0Ñ¢ñöí½ ïÜßçñÖîóú ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí; 

2) ç äëñÑñ¿íê ïçÜóê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ó£Ñíçíöá ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ äëíçÜç▲ñ í¡ö▲ äÜ çÜäëÜïí½, ïç　£íÖÖ▲½ ï 
ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, ó ÜïÜàñïöç¿　öá ¡ÜÖöëÜ¿á £í óê óïäÜ¿ÖñÖóñ½; 

3) äÜ¿Üôíöá Üö óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖÜç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖÜ0 ó ½ñöÜÑóôñï¡Ü0 äÜ½Üàá, óÖâÜë½íîó0 ó ½íöñëóí¿▲ äÜ çÜäëÜïí½ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 

4) ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá ïÜßïöçñÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿áÖ▲ñ ó âóÖíÖïÜç▲ñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ç ï¿Üôí　ê ó äÜë　Ñ¡ñ, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê ÜïöíçÜ½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　. 

3. だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äëó ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú 
Üß　£íÖ▲: 

1) ÜïÜàñïöç¿　öá ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äÜ¿ÖÜ½Üôó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÖíïöÜ　àó½ げí¡ÜÖÜ½, 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 
2) Üßñïäñôóçíöá îñ¿ñçÜñ ó ~ââñ¡öóçÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, äëñÑÜïöíç¿ñÖÖ▲ê Ñ¿　 

ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 
3) äëñÑÜïöíç¿　öá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï £íäëÜïí½ó ÜëÇíÖÜç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 

óÖâÜë½íîó0, ½íöñëóí¿▲, ÑÜ¡Ü½ñÖö▲, ïç　£íÖÖ▲ñ ï ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 

4) äëñÑïöíç¿　öá ç ïÜÜöçñöïöçóó ï öëñßÜçíÖó　½ó ôíïöó 11 ÖíïöÜ　àñú ïöíöáó Üöôñö Üß ÜïÜàñïöç¿ñÖóó 
ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ó ëíïêÜÑÜçíÖóó äëñÑÜïöíç¿ñÖÖ▲ê Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ïÜßçñÖîóú. 

4. だëÇíÖ▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äëó ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ 
ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú çäëíçñ: 

1) äëóÖó½íöá ç äëñÑñ¿íê ïçÜñú ¡Ü½äñöñÖîóó ÖÜë½íöóçÖ▲ñ äëíçÜç▲ñ í¡ö▲ äÜ çÜäëÜïí½ 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 

2) £íäëíüóçíöá óÖâÜë½íîó0, ½íöñëóí¿▲ ó ÑÜ¡Ü½ñÖö▲, ïç　£íÖÖ▲ñ ï ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú. 

5. だëÇíÖ▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äëó ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ 
ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú Üß　£íÖ▲: 

1) Üßñïäñôóöá äñëñÑíôÜ ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, ÖñÜßêÜÑó½▲ê Ñ¿　 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 

2) Ü¡í£▲çíöá ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖÜ0 ó ½ñöÜÑóôñï¡Ü0 äÜ½Üàá, 
äëñÑÜïöíç¿　öá óÖâÜë½íîó0 ó ½íöñëóí¿▲ äÜ çÜäëÜïí½ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 

3) ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
äÜ¿ÖÜ½Üôóú. 

6. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, çÜ£Öó¡í0àóê äëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜöñ½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ïÜßçñÖîóú ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

7. づíïôñö ëí£½ñëÜç ïÜßçñÖîóú, äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲ê ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê 
Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, ÜäëñÑñ¿　ñöï　 Öí 
ÜïÖÜçíÖóó ½ñöÜÑó¡ ïÜÇ¿íïÖÜ äëó¿Ü¢ñÖó　½ 4, 8 - 11 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

8. づíïäëñÑñ¿ñÖóñ ïÜßçñÖîóú ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê 
Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üöçñë¢Ñíñöï　 £í¡ÜÖÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üß Üß¿íïöÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ Öí 
ÜôñëñÑÖÜú âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ. 

9. ぢÜë　ÑÜ¡ ëíïêÜÑÜçíÖó　 ïÜßçñÖîóú, äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲ê ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ß0Ñ¢ñöí½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

10. ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê Öí 
ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê ÖíïöÜ　àó½ げí¡ÜÖÜ½, Öí óÖ▲ñ 
îñ¿ó £íäëñàíñöï　. 

11. だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äëñÑïöíç¿　0ö ç óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ú ÜëÇíÖ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ÜïÜàñïöç¿　0àóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　, Üöôñö Ü êÜÑñ 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, ëíïêÜÑÜçíÖóó ïÜßçñÖîóú, äëñÑÜïöíç¿ñÖÖ▲ê Öí 
ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, äÜ âÜë½ñ ó ç ïëÜ¡ó, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ñ Ü¡í£íÖÖ▲½ 
óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

12. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ¡ÜÖöëÜ¿á £í ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú (Ñí¿ññ - 
¡ÜÖöëÜ¿á) ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, 
ÜïÜàñïöç¿　0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　. 

КÜÖöëÜ¿á ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜöñ½ äëÜçñÑñÖó　 äëÜçñëÜ¡, £íäëÜïÜç ÖñÜßêÜÑó½▲ê ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç ó 
óÖâÜë½íîóó Üß ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, í öí¡¢ñ äÜöñ½ äëÜçñÑñÖó　 
íÖí¿ó£í ÜöôñöÜç Ü êÜÑñ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú, ëíïêÜÑÜçíÖóó ïÜßçñÖîóú, 
äëñÑÜïöíç¿ñÖÖ▲ê Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú. 

13. だïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 
äëñ¡ëíàíñöï　 ç ï¿Üôíñ çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü âñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ¡ÜöÜë▲½ ごçíÖÜçï¡í　 
Üß¿íïöá Üöëíôóçíñö ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äÜ¿ÖÜ½Üôó　 ¿óßÜ äÜ¿ÖÜ½Üôó　 äÜ óê äñëñÑíôñ, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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£í¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ç ïç　£ó ï ¡ÜöÜë▲½ ëñí¿ó£íîó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú 
ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äëñ¡ëíàíñöï　. 

だïÖÜçíÖó　½ó äëóÖ　öó　 £í¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ç ïç　£ó ï ¡ÜöÜë▲½ ëñí¿ó£íîó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äëñ¡ëíàíñöï　, 　ç¿　0öï　: 

1) ÖñóïäÜ¿ÖñÖóñ ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 
2) Öñîñ¿ñçÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, äñëñÑíÖÖ▲ê 

Ñ¿　 ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú; 
3) óÖ▲ñ ÜïÖÜçíÖó　, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó. 
ぢëñ¡ëíàñÖóñ ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 

äÜ¿ÖÜ½Üôóú ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÖíïöÜ　àñú ïöíöáñú ç¿ñôñö äëñ¡ëíàñÖóñ âóÖíÖïóëÜçíÖó　 ó çÜ£çëíö 
ÖñóïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲ê âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç. 

14. だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÖñïÜö ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ç äëñÑñ¿íê ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ê Öí ~öó îñ¿ó âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç. 

 
 

でöíöá　 2 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 2. だßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 Üßëí£ÜçíÖó　 ç 
ôíïöÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ 

 
1. だßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó 

ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜïëñÑïöçÜ½ 
äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ïÜßçñÖîóú ½ñïöÖ▲½ ß0Ñ¢ñöí½ ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, 
äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí 
ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÖÜë½íöóçí½ó, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲½ó 
ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

2. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜïëñÑïöçÜ½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê 
Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ Ü¡í£íÖÖ▲½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½ ïÜßïóÑóú Öí 
çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, 
ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê 
Üï¿ÜÇ), ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÖÜë½íöóçí½ó, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲½ó ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
でöíöá　 3. ごÖÖÜçíîóÜÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 
 
1. ごÖÖÜçíîóÜÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç âÜë½ñ 

ëñí¿ó£íîóó óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲ê äëÜñ¡öÜç ó äëÜÇëí½½ ÜëÇíÖó£íîó　½ó, ÜïÜàñïöç¿　0àó½ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá, ó óÖ▲½ó ÑñúïöçÜ0àó½ó ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 ÜëÇíÖó£íîó　½ó, í öí¡¢ñ óê ÜßéñÑóÖñÖó　½ó. 

2. だëÇíÖó£íîóó, Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç ôíïöó 1 ÖíïöÜ　àñú ïöíöáó ó ëñí¿ó£Ü0àóñ óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲ñ äëÜñ¡ö▲ ó 
äëÜÇëí½½▲, ó½ñ0àóñ ïÜàñïöçñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ëí£çóöó　 ïóïöñ½▲ Üßëí£ÜçíÖó　, 
äëó£Öí0öï　 ëñÇóÜÖí¿áÖ▲½ó óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲½ó ä¿ÜàíÑ¡í½ó. 

3. ぢÜë　ÑÜ¡ äëó£ÖíÖó　 ÜëÇíÖó£íîóú, Ü¡í£íÖÖ▲ê ç ôíïöó 1 ÖíïöÜ　àñú ïöíöáó, ëñÇóÜÖí¿áÖ▲½ó 
óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲½ó ä¿ÜàíÑ¡í½ó ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ÜïÜàñïöç¿　0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　. 

 
でöíöá　 4. だß¿íïöÖí　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 
 
だß¿íïöÖÜú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóñú 　ç¿　ñöï　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ïÜ£ÑíÖÖí　 ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöá0, âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ¡ÜöÜëÜú ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ëí½¡íê ß0Ñ¢ñöÖÜÇÜ 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçí. 

 
でöíöá　 5. だä¿íöí öëÜÑí ëíßÜöÖó¡Üç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
 
だä¿íöí öëÜÑí ëíßÜöÖó¡Üç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ëñÇÜ¿óëÜñöï　 

£í¡ÜÖí½ó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ó óÖ▲½ó ÖÜë½íöóçÖ▲½ó äëíçÜç▲½ó í¡öí½ó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 
 
でöíöá　 6. ぢëíçí ó ½ñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
 
1. ぢñÑíÇÜÇóôñï¡óñ ëíßÜöÖó¡ó ó½ñ0ö äëíçÜ Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ äÜ 

äëÜâó¿0 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó Öñ ëñ¢ñ ôñ½ ÜÑóÖ ëí£ ç öëó ÇÜÑí. 
2. ぢñÑíÇÜÇóôñï¡óñ ëíßÜöÖó¡ó, äëÜ¢óçí0àóñ ó ëíßÜöí0àóñ ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, ëíßÜôóê 

äÜïñ¿¡íê (äÜïñ¿¡íê ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ öóäí), ó½ñ0ö äëíçÜ Öí äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ¡Ü½äñÖïíîóó ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ 
¢ó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú, ÜöÜä¿ñÖó　 ó ÜïçñàñÖó　. づí£½ñë, Üï¿Üçó　 ó äÜë　ÑÜ¡ çÜ£½ñàñÖó　 ëíïêÜÑÜç, ïç　£íÖÖ▲ê ï 
äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ½ ÑíÖÖÜú ½ñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó äñÑíÇÜÇóôñï¡ó½ ëíßÜöÖó¡í½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ÜïöíÖíç¿óçí0öï　 
£í¡ÜÖÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ó Üßñïäñôóçí0öï　 £í ïôñö ß0Ñ¢ñöÖ▲ê íïïóÇÖÜçíÖóú ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí. 

 
でöíöá　 7. でöóäñÖÑóó ó ÑëÜÇóñ ÑñÖñ¢Ö▲ñ ç▲ä¿íö▲ 
 
1. でöÜÑñÖöí½, ÜßÜôí0àó½ï　 ç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ÜëÇíÖó£íîó　ê, äëñÑÜïöíç¿　0öï　 ïöóäñÖÑóó ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぱñÑñëí¿áÖ▲½ £í¡ÜÖÜ½ Üö 29.12.2012 N 273-ぱげ 
"だß Üßëí£ÜçíÖóó ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó" ç äÜë　Ñ¡ñ, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ½ ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó. 

2. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 í¡íÑñ½óôñï¡í　 ïöóäñÖÑó　, ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 ïÜîóí¿áÖí　 ïöóäñÖÑó　 ïöÜÑñÖöí½ 
ç▲ä¿íôóçí0öï　 ç ëí£½ñëíê, ÜäëñÑñ¿　ñ½▲ê ÜëÇíÖó£íîóñú, ÜïÜàñïöç¿　0àñú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá, ï ÜôñöÜ½ ½ÖñÖó　 ïÜçñöí ÜßÜôí0àóêï　 ~öÜú ÜëÇíÖó£íîóó ó ç▲ßÜëÖÜÇÜ ÜëÇíÖí äñëçóôÖÜú 
äëÜâïÜ0£ÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó (äëó Öí¿óôóó öí¡ÜÇÜ ÜëÇíÖí) ç äëñÑñ¿íê ïëñÑïöç, ç▲Ññ¿　ñ½▲ê ÜëÇíÖó£íîóó, 
ÜïÜàñïöç¿　0àñú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá, Öí ïöóäñÖÑóí¿áÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÜßÜôí0àóêï　 
(ïöóäñÖÑóí¿áÖ▲ú âÜÖÑ). 

3. づí£½ñë ïöóäñÖÑóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ ÜßàñÇÜ ôóï¿í ÜßÜôí0àóêï　 äÜ ÜôÖÜú 
âÜë½ñ ÜßÜôñÖó　 £í ïôñö ß0Ñ¢ñöÖ▲ê íïïóÇÖÜçíÖóú ß0Ñ¢ñöí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ó ÖÜë½íöóçí, 
ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜÇÜ ÖíïöÜ　àó½ げí¡ÜÖÜ½. 

ぞÜë½íöóç Ñ¿　 âÜë½óëÜçíÖó　 ïöóäñÖÑóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí £í ïôñö ß0Ñ¢ñöÖ▲ê íïïóÇÖÜçíÖóú ß0Ñ¢ñöí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 ç ëí£½ñëñ 463 ëÜß¿ñú. 

4. だß¿íïöÖ▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó çäëíçñ Ü¡í£▲çíöá 
½íöñëóí¿áÖÜ0 äÜÑÑñë¢¡Ü ÖÜ¢Ñí0àó½ï　 ïöÜÑñÖöí½ ç ëí£½ñëñ ó äÜë　Ñ¡ñ, ¡ÜöÜë▲ñ ÜäëñÑñ¿　0öï　 
¿Ü¡í¿áÖ▲½ó ÖÜë½íöóçÖ▲½ó í¡öí½ó, äëóÖó½íñ½▲½ó ï ÜôñöÜ½ ½ÖñÖó　 ïÜçñöÜç ÜßÜôí0àóêï　 ó 
äëñÑïöíçóöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖÜç ÜßÜôí0àóêï　, £í ïôñö ïëñÑïöç ïöóäñÖÑóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí äëó Üï¿Üçóó 
ÜßñïäñôñÖó　 ïöÜÑñÖöÜç ïöóäñÖÑó　½ó. 

だß¿íïöÖ▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó çäëíçñ 
ÜïöíÖíç¿óçíöá £í ïôñö ïëñÑïöç, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê Üö äëóÖÜï　àñú ÑÜêÜÑ Ññ　öñ¿áÖÜïöó, ëí£¿óôÖ▲ñ çóÑ▲ 
½íöñëóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ÜßÜôí0àóêï　. 

5. ゑ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó £í ïôñö ß0Ñ¢ñöÖ▲ê íïïóÇÖÜçíÖóú Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Üôëñ¢Ñí0öï　 
ó½ñÖÖ▲ñ ïöóäñÖÑóó ゎÜßñëÖíöÜëí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. づí£½ñë▲ ó Üï¿Üçó　 ç▲ä¿íö ó½ñÖÖ▲ê ïöóäñÖÑóú 
ÜäëñÑñ¿　0öï　 ゎÜßñëÖíöÜëÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
でöíöá　 8. だêëíÖí £ÑÜëÜçá　 ÜßÜôí0àóêï　 
 
1. が¿　 ÜßÜôí0àóêï　, ÖÜ¢Ñí0àóêï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ïÜ£Ñí0öï　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, 

ÜïÜàñïöç¿　0àóñ Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ. 
ばôñßÖ▲ñ £íÖ　öó　 Ñ¿　 Ññöñú ÑíÖÖÜú ¡íöñÇÜëóó, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ½ÜÇÜö äëÜçÜÑóöáï　 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó Öí ÑÜ½Ü ó¿ó ç ¿ñôñßÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖó　ê. 
ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÜßÜôñÖó　 Ññöñú, ÖÜ¢Ñí0àóêï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç 　ç¿　ñöï　 ëíïêÜÑÖ▲½ Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

2. だëÇíÖó£íîó0 Ü¡í£íÖó　 äñëçóôÖÜú ½ñÑó¡Ü-ïíÖóöíëÖÜú äÜ½Üàó ÜßÜôí0àó½ï　 ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ, ÜßÜôí0àó½ï　 ï ÜÇëíÖóôñÖÖ▲½ó çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ó £ÑÜëÜçá　 ç 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ÜïÜàñïöç¿　0ö óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖ▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç ïâñëñ £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　. だßëí£Üçíöñ¿áÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 Üß　£íÖí äëñÑÜïöíçóöá 
äÜ½ñàñÖóñ ï ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ó Üï¿Üçó　½ó Ñ¿　 ëíßÜö▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç. 

 
でöíöá　 9. ぢëíçí ÜßÜôí0àóêï　 äëó äÜ¿ÜôñÖóó ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ï 

ÜÇ¿Üß¿ñÖÖ▲½ ó£ÜôñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñßÖ▲ê äëñÑ½ñöÜç 
 
1. だßÜôí0àóñï　 ç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê çäëíçñ 

äÜ¿Üôíöá ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ ó ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ ï ÜÇ¿Üß¿ñÖÖ▲½ ó£ÜôñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ÜôñßÖ▲ê 
äëñÑ½ñöÜç (äëÜâó¿áÖÜñ ÜßÜôñÖóñ). 

2. ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú ÜößÜë Çëí¢ÑíÖ äëó äëóñ½ñ ¿óßÜ äñëñçÜÑñ ç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ ó¿ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ï 
ÜÇ¿Üß¿ñÖÖ▲½ ó£ÜôñÖóñ½ ÜöÑñ¿áÖ▲ê äëñÑ½ñöÜç (äëÜâó¿áÖ▲½ ÜßÜôñÖóñ½) äëÜó£çÜÑóöï　 ç ï¿Üôí　ê ó ç 
äÜë　Ñ¡ñ, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
 

でöíöá　 10 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 10. ぜñëí ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ÜßÜôí0àóêï　 äëó äëÜñ£Ññ Öí ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢ÖÜ½ öëíÖïäÜëöñ 
ÜßàñÇÜ äÜ¿á£ÜçíÖó　 ç äëóÇÜëÜÑÖÜ½ ïÜÜßàñÖóó 

 
1. ばôíàó½ï　 ó çÜïäóöíÖÖó¡í½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ïöíëüñ 7 ¿ñö, ïöÜÑñÖöí½ ÜôÖÜú 

âÜë½▲ ÜßÜôñÖó　 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
ç▲ïüñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 ½ñëí ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó äëó äëÜñ£Ññ ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Ö▲½ 
öëíÖïäÜëöÜ½ ÜßàñÇÜ äÜ¿á£ÜçíÖó　 ç äÜñ£Ñíê äëóÇÜëÜÑÖÜÇÜ ïÜÜßàñÖó　 ç äñëóÜÑ ï 1 　Öçíë　 äÜ 15 ó0Ö　 
ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ó ï 1 ïñÖö　ßë　 äÜ 31 Ññ¡íßë　 ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ç çóÑñ 50-äëÜîñÖöÖÜú ï¡óÑ¡ó Üö ÑñúïöçÜ0àñÇÜ 
öíëóâí äëó Üä¿íöñ äëÜñ£Ñí Öí ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Ö▲ê ïöíÖîó　ê, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí öñëëóöÜëóó ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó. ば¡í£íÖÖí　 ½ñëí ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 Öñ£íçóïó½Ü Üö ½ñïöí äëÜ¢óçíÖó　 
ÜßÜôí0àóêï　 ó ÖíêÜ¢ÑñÖó　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, í öí¡¢ñ Üö äëÜêÜ¢ÑñÖó　 ½íëüëÜöí äÜñ£Ñ¡ó äÜ 
öñëëóöÜëó　½ ÑëÜÇóê ïÜßéñ¡öÜç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó. 

2. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ Ü¡í£íÖÖÜú ½ñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 £í ïôñö ïëñÑïöç 
Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí. 

3. ぢÜë　ÑÜ¡ ñ¢ñ½ñï　ôÖÜú ¡Ü½äñÖïíîóó ÜëÇíÖó£íîó　½ ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ öëíÖïäÜëöí äÜöñëá ç ÑÜêÜÑíê, 
çÜ£Öó¡í0àóê ç ëñ£Ü¿áöíöñ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Ü¡í£íÖÖÜú ½ñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó, ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 
ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
でöíöá　 11. ぜñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ÜßÜôí0àóêï　 ç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 
 
1. でöÜÑñÖöí½ Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, 

ÜßÜôí0àó½ï　 äÜ äëÜÇëí½½í½ äÜÑÇÜöÜç¡ó ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ê ëíßÜôóê ó¿ó ï¿Ü¢íàóê, äëñÑÜïöíç¿　0öï　 
ï¿ñÑÜ0àóñ ½ñë▲ ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó: 

1) ßñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ ç ÑÖó öñÜëñöóôñï¡ÜÇÜ, äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜÇÜ ÜßÜôñÖó　 ó äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜú 
äëí¡öó¡ó ó¿ó ¡Ü½äñÖïíîó　 Ü¡í£íÖÖ▲ê £íöëíö Öí äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ äóöíÖó　 ó£ ëíïôñöí 20 ëÜß¿ñú ç ÑñÖá; 

2) ßñïä¿íöÖ▲ñ ½ñÑóîóÖï¡óñ Üï½Üöë▲ Ñ¿　 ÜßÜôí0àóêï　 äÜ Ü¡ëÜäÖñÖÖ▲½ ÇëÜääí½ Öíäëíç¿ñÖó　 
äÜÑÇÜöÜç¡ó: ïâñëí Üßï¿Ü¢óçíÖó　 (öÜëÇÜçÜñ Ññ¿Ü, ïñëçóï), öñêÖÜ¿ÜÇó　 äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖ▲ê öÜçíëÜç, 
äëÜÑÜ¡öÜç ó äÜöëñßóöñ¿áï¡óê öÜçíëÜç (äëÜÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　 ó£ ëíïöóöñ¿áÖÜÇÜ ï▲ëá　, äëÜÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　 
¢óçÜöÖÜÇÜ äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　, öñêÖÜ¿ÜÇó　 äëÜÑÜ¡îóó ó ÜëÇíÖó£íîó　 ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ äóöíÖó　); 

3) ¿áÇÜöÖ▲ú äëÜñ£Ñ Öí çïñê çóÑíê äíïïí¢óëï¡ÜÇÜ öëíÖïäÜëöí ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, Ññ　öñ¿áÖÜïöá 
¡ÜöÜëÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜñöï　 ÜëÇíÖí½ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

2. でöÜÑñÖöí½ Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, 
ÜßÜôí0àó½ï　 äÜ äëÜÇëí½½í½ äÜÑÇÜöÜç¡ó ïäñîóí¿óïöÜç ïëñÑÖñÇÜ £çñÖí, äëñÑÜïöíç¿　0öï　 ï¿ñÑÜ0àóñ ½ñë▲ 
ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó: 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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1) ßñïä¿íöÖ▲ñ ½ñÑóîóÖï¡óñ Üï½Üöë▲ Ñ¿　 ÜßÜôí0àóêï　 äÜ Ü¡ëÜäÖñÖÖ▲½ ÇëÜääí½ Öíäëíç¿ñÖó　 
äÜÑÇÜöÜç¡ó: ïâñëí Üßï¿Ü¢óçíÖó　 (öÜëÇÜçÜñ Ññ¿Ü, ïñëçóï), öñêÖÜ¿ÜÇó　 äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖ▲ê öÜçíëÜç, 
äëÜÑÜ¡öÜç ó äÜöëñßóöñ¿áï¡óê öÜçíëÜç (äëÜÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　 ó£ ëíïöóöñ¿áÖÜÇÜ ï▲ëá　, äëÜÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　 
¢óçÜöÖÜÇÜ äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　, öñêÖÜ¿ÜÇó　 äëÜÑÜ¡îóó ó ÜëÇíÖó£íîó　 ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ äóöíÖó　); 

2) ¿áÇÜöÖ▲ú äëÜñ£Ñ Öí çïñê çóÑíê äíïïí¢óëï¡ÜÇÜ öëíÖïäÜëöí ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, Ññ　öñ¿áÖÜïöá 
¡ÜöÜëÜÇÜ ëñÇÜ¿óëÜñöï　 ÜëÇíÖí½ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

3. ぢëñÑÜïöíç¿ñÖóñ Ü¡í£íÖÖ▲ê ½ñë ïÜîóí¿áÖÜú äÜÑÑñë¢¡ó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç äëñÑñ¿íê ïÜßïóÑóú, 
äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê £í¡ÜÖÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üß Üß¿íïöÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ Öí ÜôñëñÑÖÜú âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó 
ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ £íÑíÖó　 Üß¿íïöÖ▲½ó 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲½ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó ó 　ç¿　ñöï　 ëíïêÜÑÖ▲½ 
Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
でöíöá　 12. がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú äÜ ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 

ÜßÜôí0àóêï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 
 
1. ごçíÖÜçï¡í　 Üß¿íïöá ÜïÜàñïöç¿　ñö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú äÜ 

ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
äÜïëñÑïöçÜ½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ 
ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äÜ ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê. 

2. づí£½ñë▲ ïÜßïóÑóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 
ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 äÜ ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 
ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ÜäëñÑñ¿　0öï　 ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 1 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

3. づíïäëñÑñ¿ñÖóñ ïÜßïóÑóú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ëíúÜÖí½ ó ÇÜëÜÑï¡ó½ Ü¡ëÜÇí½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
Üöçñë¢Ñíñöï　 ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

4. ぢÜë　ÑÜ¡ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ó ëíïêÜÑÜçíÖó　 ïÜßïóÑóú Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç 
ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
Üöçñë¢Ñíñöï　 ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 
 

でöíöá　 13 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 13. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ Ü¡í£íÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ ç ïâñëñ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 

 
1. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ Ü¡í£íÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó. 
2. づíïôñö ÖÜë½íöóçÜç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 

ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜë　Ñ¡Ü½, 　ç¿　0àó½ï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 2 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü 
げí¡ÜÖÜ. 

づíïôñö ÖÜë½íöóçÜç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜë　Ñ¡Ü½, 　ç¿　0àó½ï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 3 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí âóÖíÖïÜçÜñ 
ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó çÜ£½ñàñÖó　 
£íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ 
öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó 
(£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 4 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

でëñÑïöçí ôíïöÖ▲½ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½, ÜïÜàñïöç¿　0àó½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
Öíäëíç¿　0öï　 ÜëÇíÖí½ó ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ç çóÑñ ïÜßïóÑóú Öí çÜ£½ñàñÖóñ £íöëíö. 

3. づíïôñö ÖÜë½íöóçÜç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
äÜë　Ñ¡Ü½, 　ç¿　0àó½ï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 5 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí âóÖíÖïÜçÜñ 
ÜßñïäñôñÖóñ ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ 
ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, 
öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 6 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü 
げí¡ÜÖÜ. 

4. づíïôñö ÖÜë½íöóçÜç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, 
Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 
í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜë　Ñ¡Ü½, 
　ç¿　0àó½ï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 7 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí 
âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë ó 
óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 8 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

5. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÜëÇíÖó£íîóó äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖó　 ç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Öí ÜïÖÜçñ ÖÜë½íöóçÖ▲ê £íöëíö Öí Ü¡í£íÖóñ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üï¿ÜÇ, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê óïäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó, ÜïÜàñïöç¿　0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　. 

6. ぞÜë½íöóç▲, ÜïöíÖíç¿óçíñ½▲ñ ÖíïöÜ　àñú ïöíöáñú, ÖÜë½íöóçÖ▲ñ £íöëíö▲ Öí Ü¡í£íÖóñ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ó¿ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　 ÜäëñÑñ¿　0öï　 äÜ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜëÜçÖ0 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï âñÑñëí¿áÖ▲½ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ïöíÖÑíëöí½ó, äÜ 
¡í¢ÑÜ½Ü çóÑÜ ó Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (äëÜâó¿0) Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê äëÜÇëí½½ ï ÜôñöÜ½ âÜë½ ÜßÜôñÖó　, 
âñÑñëí¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê öëñßÜçíÖóú (äëó óê Öí¿óôóó), öóäí Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, 
ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡ó½ ëíßÜöÖó¡í½, ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ïöíÖÑíëöí½ó, í öí¡¢ñ ï ÜôñöÜ½ óÖ▲ê äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê ぱñÑñëí¿áÖ▲½ 
£í¡ÜÖÜ½ Üö 29.12.2012 N 273-ぱげ "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó" ÜïÜßñÖÖÜïöñú ÜëÇíÖó£íîóó ó 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó (Ñ¿　 ëí£¿óôÖ▲ê ¡íöñÇÜëóú ÜßÜôí0àóêï　), £í óï¡¿0ôñÖóñ½ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, ÜïÜàñïöç¿　ñ½Üú ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ïöíÖÑíëöí½ó, ç 
ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　. 

7. ぞÜë½íöóçÖ▲ñ £íöëíö▲ Öí Ü¡í£íÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ó¿ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ ç ïâñëñ 
Üßëí£ÜçíÖó　 Ñ¿　 ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê ó ëñí¿ó£Ü0àóê ÜïÖÜçÖ▲ñ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ 
äëÜÇëí½½▲, äëñÑÜï½íöëóçí0ö ç öÜ½ ôóï¿ñ £íöëíö▲ Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, Öñ 
£íçóï　àóñ Üö ¡Ü¿óôñïöçí ÜßÜôí0àóêï　. 

 
でöíöá　 14. ぜí¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖí　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 
 
ぜí¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲½ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 　ç¿　0öï　 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ëñí¿ó£Ü0àóñ ÜïÖÜçÖ▲ñ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲, ßñ£ 
äíëí¿¿ñ¿áÖ▲ê ¡¿íïïÜç ï Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöá0 ÜßÜôí0àóêï　: 

ÑÜ 25 ôñ¿Üçñ¡ ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëñí¿ó£Ü0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲ 
Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 (Öíôí¿áÖ▲ê ü¡Ü¿íê - Ññöï¡óê ïíÑíê); 

consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C8897A226FBCFDA8911E4F8D81C13D64C88FC429AM4QBK


╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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くаょっあくаは こさавけваは こけょょっさあおа 
www.consultant.ru Сすさぇくうちぇ 9 うい 34 

ÑÜ 60 ôñ¿Üçñ¡ ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëñí¿ó£Ü0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲ 
Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ ó ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　; 

ÑÜ 75 ôñ¿Üçñ¡ ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëñí¿ó£Ü0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲ 
Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　. 

 
 

でöíöá　 15 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 15. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äëóï½Üöëí ó ÜêÜÑí £í ÜöÑñ¿áÖ▲½ó ¡íöñÇÜëó　½ó Ññöñú, 
ÜßÜôí0àóêï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ 

 
1. ぢëóï½Üöë ó ÜêÜÑ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 

Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöá½ó, 
ÖÜ¢Ñí0àó½óï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ, í öí¡¢ñ äëóï½Üöë ó ÜêÜÑ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ 
äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú 　ç¿　ñöï　 ëíïêÜÑÖ▲½ Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

2. づí£½ñë▲ ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 
ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ äñëñÑíÖÖ▲ê ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜÖ¡öÜ½ 1 ôíïöó 1 ïöíöáó 1 ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí ÜëÇíÖí½ 
½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, 
Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöá½ó, ÖÜ¢Ñí0àó½óï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ, ÜäëñÑñ¿　0öï　 ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 9 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

3. づí£½ñë▲ ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 
äñëñÑíÖÖ▲ê ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜÖ¡öÜ½ 2 ôíïöó 1 ïöíöáó 1 ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ 
ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ 
äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú ÜäëñÑñ¿　0öï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 10 ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü 
げí¡ÜÖÜ. 

 
 

でöíöá　 16 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

でöíöá　 16. ぱóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ çÜïäóöíÖó　 ó ÜßÜôñÖó　 Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí ÑÜ½Ü 
 
1. ゑÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 　ç¿　0öï　 

ëíïêÜÑÖ▲½ Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 
2. ぢëó ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜïöó ÜïÜàñïöç¿　öá çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖ▲ Üäëíç¿ñÖó　 
Üßëí£ÜçíÖóñ½ ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó Üßñïäñôóçí0ö ï ïÜÇ¿íïó　 ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê 
äëñÑïöíçóöñ¿ñú) ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç äÜ ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ ó¿ó 
óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ Öí ÑÜ½Ü, ç öÜ½ ôóï¿ñ ÑóïöíÖîóÜÖÖÜñ ÜßÜôñÖóñ. 

3. でëñÑïöçí Öí Ü¡í£íÖÖ▲ñ îñ¿ó ç▲Ññ¿　0öï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äÜÖ¡öÜ½ 3 ôíïöó 1 ïöíöáó 1 ÖíïöÜ　àñÇÜ 
げí¡ÜÖí. 

4. づÜÑóöñ¿ó (£í¡ÜÖÖ▲ñ äëñÑïöíçóöñ¿ó) Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ ïÜïöÜ　Öó0 £ÑÜëÜçá　 çëñ½ñÖÖÜ 
ó¿ó äÜïöÜ　ÖÖÜ Öñ ó½ñ0ö çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜ¿Üôíöá çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê ó ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ½ÜÇÜö ÜïÜàñïöç¿　öá óê çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Öí 
ÑÜ½Ü. 

КÜ½äñÖïíîó　 £íöëíö ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí ~öó îñ¿ó 　ç¿　ñöï　 ëíïêÜÑÖ▲½ 
Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

5. ぢÜë　ÑÜ¡ çÜïäóöíÖó　 ó ÜßÜôñÖó　 Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí ÑÜ½Ü, í öí¡¢ñ ëí£½ñë ¡Ü½äñÖïíîóó £íöëíö 
ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí ~öó îñ¿ó ÜïöíÖíç¿óçí0öï　 ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

6. づí£½ñë▲ ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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äñëñÑíÖÖ▲ê ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
¡Ü½äñÖïíîóó £íöëíö ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí 
ÑÜ½Ü ÜäëñÑñ¿　0öï　 óïêÜÑ　 ó£ ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ ¡ÜöÜë▲ê 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ëÜÑóöñ¿　½ó (£í¡ÜÖÖ▲½ó äëñÑïöíçóöñ¿　½ó) Öí ÑÜ½Ü, ó ëí£½ñëí ÖÜë½íöóçÜç ÜßñïäñôñÖó　 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÜïÖÜçíÖóó 
ôíïöñú 2 ó 3 ïöíöáó 13 ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñöÜÑó¡Üú, 　ç¿　0àñúï　 äëó¿Ü¢ñÖóñ½ 11 ¡ 
ÖíïöÜ　àñ½Ü げí¡ÜÖÜ. 

 
でöíöá　 17. ぢëó£ÖíÖóñ Üöëíöóçüó½ó ïó¿Ü ÜöÑñ¿áÖ▲ê £í¡ÜÖÜç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç ïâñëñ 

Üßëí£ÜçíÖó　 
 
ぢëó£Öíöá Üöëíöóçüó½ó ïó¿Ü: 
1) ïöíöáó 1 - 6, 8 - 10, 12, 13 げí¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 27.05.2005 N 93-だげ "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 

äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
2) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 26.10.2005 N 149-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 5 げí¡ÜÖí 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
3) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 24.11.2006 N 113-だげ "だ çÖñïñÖóó ÑÜäÜ¿ÖñÖó　 ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
4) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 15.06.2007 N 86-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 2 げí¡ÜÖí 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
5) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 30.04.2008 N 17-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
6) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 13.11.2008 N 133-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
7) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 16.07.2009 N 74-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
8) ïöíöáó 3, 4 げí¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 31.03.2010 N 26-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç 

£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖ▲ñ í¡ö▲ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
9) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 29.12.2011 N 140-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 

Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
10) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 07.11.2012 N 89-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç äëó¿Ü¢ñÖóñ ¡ げí¡ÜÖÜ 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
11) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 08.12.2004 N 161-だげ "だ ïöóäñÖÑóí¿áÖÜ½ ÜßñïäñôñÖóó Üôíàóêï　 ó 

ïöÜÑñÖöÜç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Öíôí¿áÖÜÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ 
äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　"; 

12) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 09.11.2005 N 154-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ïöóäñÖÑóí¿áÖÜ½ ÜßñïäñôñÖóó Üôíàóêï　 ó ïöÜÑñÖöÜç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Öíôí¿áÖÜÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　"; 

13) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 13.12.2007 N 185-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ïöóäñÖÑóí¿áÖÜ½ ÜßñïäñôñÖóó Üôíàóêï　 ó ïöÜÑñÖöÜç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Öíôí¿áÖÜÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　"; 

14) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 15.01.2009 N 6-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ïöóäñÖÑóí¿áÖÜ½ ÜßñïäñôñÖóó Üôíàóêï　 ó ïöÜÑñÖöÜç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Öíôí¿áÖÜÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　"; 

15) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 18.11.2011 N 116-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 1 げí¡ÜÖí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ïöóäñÖÑóí¿áÖÜ½ ÜßñïäñôñÖóó Üôíàóêï　 ó ïöÜÑñÖöÜç Üß¿íïöÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú Öíôí¿áÖÜÇÜ ó ïëñÑÖñÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 16 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

16) ïöíöáó 7, 11 げí¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 27.05.2005 N 93-だげ "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç 
ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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ぢÜÖ¡ö 17 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

17) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 07.11.2007 N 159-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 18 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

18) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 18.07.2006 N 72-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 19 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

19) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 19.05.2008 N 40-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 20 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

20) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 25.12.2009 N 160-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 21 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

21) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 07.06.2010 N 54-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 22 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

22) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 01.10.2010 N 93-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 23 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

23) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 07.12.2010 N 139-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 24 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

24) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 14.12.2010 N 142-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 25 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

25) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 17.10.2011 N 103-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だß Üßëí£ÜçíÖóó ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 26 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

26) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 09.01.2007 N 6-だげ "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 27 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

27) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 10.04.2008 N 7-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê âóÖíÖïóëÜçíÖó　 ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí 
äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 28 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

28) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 29.12.2008 N 176-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 29 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

29) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 21.04.2009 N 45-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 30 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

30) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 21.07.2009 N 84-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 31 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

31) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 25.12.2009 N 161-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 

 

  

  

КけくしせかьすаくすПかのし 

くаょっあくаは こさавけваは こけょょっさあおа 
www.consultant.ru Сすさぇくうちぇ 12 うい 34 

ぢÜÖ¡ö 32 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

32) ïöíöá0 1 げí¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 31.03.2010 N 26-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖ▲ñ í¡ö▲ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 33 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

33) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 24.09.2010 N 92-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 34 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

34) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 24.12.2010 N 153-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 35 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

35) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 30.05.2011 N 51-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 2 げí¡ÜÖí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 36 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

36) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 07.10.2011 N 94-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 2 げí¡ÜÖí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 37 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

37) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 18.11.2011 N 118-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ïöíöá0 2 げí¡ÜÖí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 38 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

38) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 20.12.2011 N 127-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 39 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

39) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 29.06.2012 N 47-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 40 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

40) ïöíöáó 1, 3 げí¡ÜÖí ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 29.06.2012 N 49-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç Öñ¡ÜöÜë▲ñ 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖ▲ñ í¡ö▲ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó"; 
 

ぢÜÖ¡ö 41 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

41) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 08.10.2012 N 72-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 42 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

42) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 05.12.2012 N 100-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　"; 
 

ぢÜÖ¡ö 43 ïöíöáó 17 çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 2014 ÇÜÑí (äÜÖ¡ö 2 ïöíöáó 18 ÑíÖÖÜÇÜ ÑÜ¡Ü½ñÖöí). 
 

43) げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Üö 26.12.2012 N 127-だげ "だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç げí¡ÜÖ ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó "だ ÖÜë½íöóçíê ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Çëí¢ÑíÖ Öí äÜ¿ÜôñÖóñ Üßëí£ÜçíÖó　". 

 
でöíöá　 18. げí¡¿0ôóöñ¿áÖ▲ñ äÜ¿Ü¢ñÖó　 
 
1. ぞíïöÜ　àóú げí¡ÜÖ çïöÜäíñö ç ïó¿Ü ï 1 ïñÖö　ßë　 2013 ÇÜÑí, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ ïöíöñú 1, 2, 10, 13, 15, 

16, äÜÖ¡öÜç 16 - 43 ïöíöáó 17 ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí. 
2. でöíöáó 1, 2, 10, 13, 15, 16, äÜÖ¡ö▲ 16 - 43 ïöíöáó 17 ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí çïöÜäí0ö ç ïó¿Ü ï 1 　Öçíë　 

2014 ÇÜÑí. 
3. ゑ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ñ Öí ÑñÖá çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü ÖíïöÜ　àñÇÜ げí¡ÜÖí Ü¡¿íÑ▲ (ÑÜ¿¢ÖÜïöÖ▲ñ Ü¡¿íÑ▲) 

äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ç¡¿0ôíñöï　 ëí£½ñë ñ¢ñ½ñï　ôÖÜú ÑñÖñ¢ÖÜú ¡Ü½äñÖïíîóó Öí ÜßñïäñôñÖóñ 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん づんげぜぎづん でばゐでごがござ ぞん でだぱごぞんぞでごづだゑんぞごぎ づんでびだがぞぼび 

だゐéげんどぎずぽでどゑ だづゎんぞだゑ ぜぎでどぞだゎだ でんぜだばぢづんゑずぎぞごé 

ごゑんぞだゑでとだざ だゐずんでどご ぢだ だづゎんぞごげんぴごご ぢごどんぞごé だゐばぶんùべごびでé 

1 - 4 とずんででだゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴござ 

 
づí£½ñë ïÜßïóÑóó, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖÜú ß0Ñ¢ñöÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí 

ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, 
ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 

 
SТ = C б (Ф б KsТ), ÇÑñ 
 
Si - ïÜßïóÑó　 ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ 

ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 
ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

C - Üßéñ½ ïëñÑïöç Öí ïÜâóÖíÖïóëÜçíÖóñ ëíïêÜÑÖ▲ê Üß　£íöñ¿áïöç ÜëÇíÖÜç ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ ÜëÇíÖó£íîóó äóöíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. ゑ 2013 - 2016 ÇÜÑíê - 20 ëÜß¿ñú; 

k - ïëñÑÖññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ÜôñßÖ▲ê ÑÖñú ç ¡í¿ñÖÑíëÖÜ½ ÇÜÑÜ Ñ¿　 ÜßÜôí0àóêï　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú (163 ÑÖ　); 

Ksi - ïëñÑÖñÇÜÑÜçÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ÜßÜôí0àóêï　 1 - 4 ¡¿íïïÜç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú Öí ÜôñëñÑÖÜú âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ ç ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ½ Т-½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ 
ëíúÜÖñ, ÇÜëÜÑï¡Ü½ Ü¡ëÜÇñ. 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ぢだづéがだと 

づんでぶぎどん ぞだづぜんどごゑだゑ だゐぎでぢぎぶぎぞごé ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ゎんづんぞどござ 

づぎんずごげんぴごご ぢづんゑ ぞん ぢだずばぶぎぞごぎ だゐべぎがだでどばぢぞだゎだ ご ゐぎでぢずんどぞだゎだ 

がだぷとだずぽぞだゎだ だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび がだぷとだずぽぞぼび 

だゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび 

 
1. ぞíïöÜ　àóú äÜë　ÑÜ¡ ÜïöíÖíç¿óçíñö äÜë　ÑÜ¡ ëíïôñöí ÖÜë½íöóçÜç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 

ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (Ñí¿ññ - ÖÜë½íöóç). 

2. ぞÜë½íöóç ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 
- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ Üä¿íö▲ öëÜÑí ëíßÜöÖó¡Üç, ÜïÜàñïöç¿　0àóê äëóï½Üöë ó 
ÜêÜÑ £í Ññöá½ó ó ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú; Öíôóï¿ñÖó　 Öí £íëíßÜöÖÜ0 ä¿íöÜ); 

- ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó 
ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó 
Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), Öí ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 
äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç. 

3. ぞÜë½íöóç ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ, Mп n   NnY уч£п   

 
Y - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ 

ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê; 
£пNn  - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÖÜú (ßí£ÜçÜú) ïöÜó½Üïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú 
Üï¿ÜÇó ï ÜôñöÜ½ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ ó ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 
ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ 
¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 

учぜп  - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç Öí ½íöñëóí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇëÜääíê 
Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, 
¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 

n - ¡Ü~ââóîóñÖö, Üôóö▲çí0àóú Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê: 

n = 1,000 - ç ÇëÜääíê ï 12-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　, ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,833 - ç ÇëÜääíê ï 10-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,750 - ç ÇëÜääíê ï 9-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,400 - ç ÇëÜääíê ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　. 
 

3.1. 
£пNn  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñL,P)でG)
m

ВKbr) / d(а
((Nn £п  12

 

 
í - äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ÜëÇíÖó£íîó　ê - 12 ôíïÜç ç ÑñÖá; 
r - ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÑÜü¡Ü¿áÖÜú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó - 5 ÑÖñú ç ÖñÑñ¿0; 
d - ÖÜë½í ôíïÜç äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú ëíßÜö▲ £í ïöíç¡Ü £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲: 
36 ôíïÜç ç ÖñÑñ¿0 - çÜïäóöíöñ¿　½ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê; 
25 ôíïÜç ç ÖñÑñ¿0 - çÜïäóöíöñ¿　½, ëíßÜöí0àó½ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ç ÇëÜääíê ï ÜßÜôí0àó½óï　, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ó½ñ0àó½ó ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó £ÑÜëÜçá　; 
b - ïëñÑÖóú ½óÖó½í¿áÖ▲ú Ü¡¿íÑ çÜïäóöíöñ¿ñú äÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÇëÜää ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

K - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äÜ £íÖó½íñ½Üú ÑÜ¿¢ÖÜïöó çÜïäóöíöñ¿ñú ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, 
äëóÖ　ö▲ê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

ゑ - ¡Ü~ââóîóñÖö Öíôóï¿ñÖóú äÜ ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ, Öí 
Üß　£íöñ¿áÖÜñ ïÜîóí¿áÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ Öí ï¿Üôíú çëñ½ñÖÖÜú ÖñöëÜÑÜïäÜïÜßÖÜïöó ó ç ïç　£ó ï 
½íöñëóÖïöçÜ½, Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ ó ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü 
ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 Üö ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ; 
m - ïëñÑÖ　　 ÖíäÜ¿Ö　ñ½Üïöá ÇëÜää ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê: 
- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 15 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 12 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 8 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
G - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ 

öëÜÑí, ¡ÜöÜëí　 Üôóö▲çíñö çïñ çóÑ▲ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ïÜÇ¿íïÖÜ ÑñúïöçÜ0àó½ ïóïöñ½í½ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (ç öÜ½ ôóï¿ñ ó ÑÜä¿íöí ïäñîóí¿óïöí½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê 
äÜÖ¡öíê, ç ëí£½ñëñ 25 äëÜîñÖöÜç ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí, ïöíç¡ó £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲); 

C - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

P - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí Öí ÑÜçñÑñÖóñ ïëñÑÖñú 
£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
ÑÜ ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äÜ ïóïöñ½ñ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

L - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí äëÜôóê äñÑíÇÜÇóôñï¡óê 
ëíßÜöÖó¡Üç (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ çÜïäóöíöñ¿ñú) ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

3.2. ぜпуч
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñКt,Zぜп уч   

 
Z - ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó 

ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó 
Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ); 

Кt - ¡Ü~ââóîóñÖö óÖÑñ¡ïíîóó, äëó½ñÖ　ñ½▲ú äëó âÜë½óëÜçíÖóó Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ÜôñëñÑÖÜú 
âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Üôóö▲çí0àóú äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲ú ëÜïö ½íöñëóí¿áÖ▲ê £íöëíö. 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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1. ぞíïöÜ　àóú äÜë　ÑÜ¡ ÜïöíÖíç¿óçíñö äÜë　ÑÜ¡ ëíïôñöí ÖÜë½íöóçÜç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ 

ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ (Ñí¿ññ - ÖÜë½íöóç). 

2. ぞÜë½íöóç ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 
- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç (£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí ëíßÜöÖó¡Üç ôíïöÖ▲ê 

ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ Üä¿íö▲ öëÜÑí äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê äëóï½Üöë ó ÜêÜÑ £í Ññöá½ó; Öíôóï¿ñÖó　 Öí £íëíßÜöÖÜ0 ä¿íöÜ); 

- ëíïêÜÑ▲ Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡. 
3. ぞÜë½íöóç ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ,ч Mп n   NnчYч уч £п   

 
Вô - ÖÜë½íöóç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 

ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ 
ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½; 

£пNnч  - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 
í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÖÜú ßí£ÜçÜú ïöÜó½Üïöó 
äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ï ÜôñöÜ½ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ ó ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç ëíïôñöñ Öí 
ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú 
Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 

учぜпч  - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç Öí ½íöñëóí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇëÜääíê 
Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, 
¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½; 

n - ¡Ü~ââóîóñÖö, Üôóö▲çí0àóú Ñ¿óöñ¿áÖÜïöá äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê: 

n = 1,000 - ç ÇëÜääíê ï 12-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　, ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,833 - ç ÇëÜääíê ï 10-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,750 - ç ÇëÜääíê ï 9-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
n = 0,400 - ç ÇëÜääíê ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　. 
3.1. 

£пNnч  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñL,で)G)
m

ВKbr) / d(а
((Nnч £п  12

 

 
í - äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê - 12 

ôíïÜç ç ÑñÖá; 
r - ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ÑÜü¡Ü¿áÖÜú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó - 5 ÑÖñú ç ÖñÑñ¿0; 
d - ÖÜë½í ôíïÜç äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú ëíßÜö▲ £í ïöíç¡Ü £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲: 
36 ôíïÜç ç ÖñÑñ¿0 - çÜïäóöíöñ¿　½ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê; 
25 ôíïÜç ç ÖñÑñ¿0 - çÜïäóöíöñ¿　½, ëíßÜöí0àó½ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ç ÇëÜääíê ï ÜßÜôí0àó½óï　, 

ó½ñ0àó½ó ÜÇëíÖóôñÖÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó £ÑÜëÜçá　; 
b - ïëñÑÖóú ½óÖó½í¿áÖ▲ú Ü¡¿íÑ çÜïäóöíöñ¿ñú äÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÇëÜää ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 
K - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äÜ £íÖó½íñ½Üú ÑÜ¿¢ÖÜïöó çÜïäóöíöñ¿ñú ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

ゑ - ¡Ü~ââóîóñÖö Öíôóï¿ñÖóú äÜ ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ, Öí 
Üß　£íöñ¿áÖÜñ ïÜîóí¿áÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ Öí ï¿Üôíú çëñ½ñÖÖÜú ÖñöëÜÑÜïäÜïÜßÖÜïöó ó ç ïç　£ó ï 
½íöñëóÖïöçÜ½, Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ ó ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü 
ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 Üö ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ; 
m - ïëñÑÖ　　 ÖíäÜ¿Ö　ñ½Üïöá ÇëÜää ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê: 
- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 15 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 12 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
- 8 ôñ¿Üçñ¡ ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó; 
G - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ 

öëÜÑí, ¡ÜöÜëí　 Üôóö▲çíñö çïñ çóÑ▲ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ïÜÇ¿íïÖÜ ÑñúïöçÜ0àó½ ïóïöñ½í½ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (ç öÜ½ ôóï¿ñ ÑÜä¿íöí ïäñîóí¿óïöí½ 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, ç ëí£½ñëñ 25 
äëÜîñÖöÜç ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí, ïöíç¡ó £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲); 

で - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

L - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí äëÜôóê äñÑíÇÜÇóôñï¡óê 
ëíßÜöÖó¡Üç (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ çÜïäóöíöñ¿ñú) ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. 

3.2. 
учぜпч  ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñКt,Zぜпч уч   

 
Z - ëíïêÜÑ▲ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 

Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë; 

Кt - ¡Ü~ââóîóñÖö óÖÑñ¡ïíîóó, äëó½ñÖ　ñ½▲ú äëó âÜë½óëÜçíÖóó Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ÜôñëñÑÖÜú 
âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Üôóö▲çí0àóú äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲ú ëÜïö ½íöñëóí¿áÖ▲ê £íöëíö. 

 
 
 
 
 

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ 4 
¡ げí¡ÜÖÜ 
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ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ぞん ぱごぞんぞでだゑだぎ だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ 

ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ゎんづんぞどござ づぎんずごげんぴごご ぢづんゑ 

ぞん ぢだずばぶぎぞごぎ だゐべぎがだでどばぢぞだゎだ ご ゐぎでぢずんどぞだゎだ がだぷとだずぽぞだゎだ 

だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび がだぷとだずぽぞぼび だゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび 

だづゎんぞごげんぴごéび ご ゑだげぜぎべぎぞごぎ げんどづんど ぞん ぱごぞんぞでだゑだぎ 

だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ ぢだずばぶぎぞごé がだぷとだずぽぞだゎだ だゐづんげだゑんぞごé 

ゑ ぶんでどぞぼび がだぷとだずぽぞぼび だゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ぞん でだがぎづぐんぞごぎ げがんぞござ ご だぢずんどば とだぜぜばぞんずぽぞぼび ばでずばゎ) 
 

1. づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí âóÖíÖïÜçÜñ 
ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó çÜ£½ñàñÖóñ 
£íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ 
öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó 
(£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ 
ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
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SiQ - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí ó ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí âóÖíÖïÜçÜñ 

ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó çÜ£½ñàñÖóñ 
£íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ 
öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó 
(£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ); 
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 - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÑÜü¡Ü¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 
ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (q), ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (а), ç ÇëÜääñ 
¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (У), ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (П) ç £íçóïó½Üïöó Üö 
Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (n): 

ç ÇëÜääíê ï 12-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　, ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ï 10-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ï 9-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　; 

f
i

j
i

w
i

q
i ЧЧ,ЧЧ ,,  - ïëñÑÖñÇÜÑÜçí　 ôóï¿ñÖÖÜïöá ÜßÜôí0àóêï　 äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ 

¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÑÜü¡Ü¿áÖÜú 
ÜëÇíÖó£íîóó Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (q), 
ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (а), ç ÇëÜääñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (У), ç ÇëÜääñ 
¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (П), äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 
Üßëí£ÜçíÖóñ½; 
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,  - ïëñÑÖñÇÜÑÜçí　 ôóï¿ñÖÖÜïöá ÜßÜôí0àóêï　 äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ó½ñ0àóê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 äÜ ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ç ÇëÜääñ 
Üßàñëí£çóçí0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (q), ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (а), ç ÇëÜääñ 
¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (У), ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (П), äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½; 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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nnnn  - ÖÜë½íöóç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇëÜääñ Üßàñëí£çóçí0àñú 
Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (q), ç ÇëÜääñ Ü£ÑÜëÜçóöñ¿áÖÜú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (а), ç ÇëÜääñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜú 
Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (У), ç ÇëÜääñ ¡Ü½äñÖïóëÜ0àñú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó (П) ç £íçóïó½Üïöó Üö Ñ¿óöñ¿áÖÜïöó 
äëñß▲çíÖó　 ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (n): 

- ç ÇëÜääíê ï 12-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　, ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ï 10-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ï 9-ôíïÜç▲½ ëñ¢ó½Ü½ äëñß▲çíÖó　; 
- ç ÇëÜääíê ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　. 
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づんでぶぎどん ぞだづぜんどごゑだゑ だゐぎでぢぎぶぎぞごé ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ゎんづんぞどござ 

づぎんずごげんぴごご ぢづんゑ ぞん ぢだずばぶぎぞごぎ だゐべぎがだでどばぢぞだゎだ ご ゐぎでぢずんどぞだゎだ 

がだぷとだずぽぞだゎだ, ぞんぶんずぽぞだゎだ だゐべぎゎだ, だでぞだゑぞだゎだ だゐべぎゎだ, でづぎがぞぎゎだ 

だゐべぎゎだ だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび 

だづゎんぞごげんぴごéび, だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ がだぢだずぞごどぎずぽぞだゎだ だゐづんげだゑんぞごé 

ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび 

 
1. ぞíïöÜ　àóú äÜë　ÑÜ¡ ÜïöíÖíç¿óçíñö äÜë　ÑÜ¡ ëíïôñöí ÖÜë½íöóçÜç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 

ÇíëíÖöóú äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ 
ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖóñ 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (Ñí¿ññ - ÖÜë½íöóç). 

2. ぞÜë½íöóç ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 
- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 
- ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê 

äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), Öí ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡óê 
ëíßÜöÖó¡Üç, í öí¡¢ñ ëíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí 
ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó. 

3. ぞÜë½íöóç ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ,ぜп Nnぞ уч£п  

 
ぞ - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ 

ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê; 

Nn£п
 - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ÜëÇíÖó£íîóú Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÖÜú (ßí£ÜçÜú) ïöÜó½Üïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ï ÜôñöÜ½ ç▲ä¿íö 
¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ ó ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ, ç ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, 
ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, 
äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 ó ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú 
ÜëÇíÖó£íîóó; 

ぜпуч
 - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç Öí ½íöñëóí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ, ç ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) 
¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, 
ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, 
äÜ ÜëÜçÖ　½ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ó ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó. 

3.1. Nn£п
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 
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í - ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ âñÑñëí¿áÖÜ½Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½Ü ïöíÖÑíëöÜ (ßí£óïÖÜ½Ü ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) Ñ¿　 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ÖñÑñ¿0 (36 ôíïÜç - ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ ÇëÜää▲ ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 23 ôíïí - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 34 ôíïí - 
ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 36 ôíïÜç - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ; 23 ôíïí - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ ç 
çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê 
äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, 25 ôíïÜç - 
ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ ç çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 23 ôíïí - ïëñÑÖññ (äÜ¿ÖÜñ) Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ ç çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú 
ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó); 

d - ÖÜë½í ôíïÜç äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú ëíßÜö▲ £í ïöíç¡Ü £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç: 
- Ñ¿　 1, 2, 3 ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 18 ôíïÜç; 
- ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 36 ôíïÜç; 
W - ¡Ü~ââóîóñÖö ÜÑÜëÜ¢íÖó　 ïöÜó½Üïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ïÜÇ¿íïÖÜ öíß¿óîñ "КÜ~ââóîóñÖö▲ 

ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó", ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú ÖíïöÜ　àó½ äëó¿Ü¢ñÖóñ½; 
b - ïëñÑÖóú ½óÖó½í¿áÖ▲ú Ü¡¿íÑ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç äÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÇëÜää ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

K - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äÜ £íÖó½íñ½Üú ÑÜ¿¢ÖÜïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê 
í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

ゑ - ¡Ü~ââóîóñÖö Öíôóï¿ñÖóú äÜ ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ, Öí 
Üß　£íöñ¿áÖÜñ ïÜîóí¿áÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ Öí ï¿Üôíú çëñ½ñÖÖÜú ÖñöëÜÑÜïäÜïÜßÖÜïöó ó ç ïç　£ó ï 
½íöñëóÖïöçÜ½, Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ ó ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü 
ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 Üö ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ; 
m - ÜïöíÖÜç¿ñÖÖí　 äëñÑñ¿áÖí　 ÖíäÜ¿Ö　ñ½Üïöá ¡¿íïïÜç (ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜää): 
- 25 ôñ¿Üçñ¡ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó 

¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó; 

- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó 
¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äÜïñ¿¡íê; 

- 14 ôñ¿Üçñ¡ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó 
¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 

- 16 ôñ¿Üçñ¡ ç çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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ÜôñßÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíîóÜÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê äëó Üäëíç¿ñÖóó ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ óïäÜ¿ÖñÖó　 Öí¡í£íÖóú äÜ 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú, ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê; 

- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 15 ôñ¿Üçñ¡ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äÜïñ¿¡íê ó ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 

- 12 ôñ¿Üçñ¡ ç ïäñîóí¿áÖ▲ê (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ê) ¡¿íïïíê, ¡¿íïïíê ç▲ëíçÖóçíÖó　; 
G - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ 

öëÜÑí, ¡ÜöÜëí　 Üôóö▲çíñö çïñ çóÑ▲ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ïÜÇ¿íïÖÜ ÑñúïöçÜ0àó½ ïóïöñ½í½ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (ç öÜ½ ôóï¿ñ ÑÜä¿íöí ïäñîóí¿óïöí½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, ç 
ëí£½ñëñ 25 äëÜîñÖöÜç ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí, ïöíç¡ó £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲, Üä¿íö▲ £í âí¡öóôñï¡Ü0 ÜôñßÖÜ0 
ÖíÇëÜ£¡Ü); 

で - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

P - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí Öí ÑÜçñÑñÖóñ ïëñÑÖñú 
£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ÑÜ 
ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

L - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí 
íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-Üäëíç¿ñÖôñï¡ÜÇÜ, ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ ó Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í ç âÜÖÑñ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. ばöÜôÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ç öñôñÖóñ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÇÜÑí äëÜó£çÜÑóöï　 ç ï¿Üôíñ ó£½ñÖñÖó　 Üï¿Üçóú Üä¿íö▲ öëÜÑí ó ëí£½ñëí óÖÑñ¡ïíîóó 
£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ëíßÜöÖó¡Üç ß0Ñ¢ñöÖÜú ïâñë▲ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲½ó. 

3.2. ぜпуч
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñ,だКt Zぜп óуч   

 
Z - ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó 

ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó 
Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), Öí ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 
äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç; 

Кt - ¡Ü~ââóîóñÖö óÖÑñ¡ïíîóó, äëó½ñÖ　ñ½▲ú äëó âÜë½óëÜçíÖóó Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ÜôñëñÑÖÜú 
âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Üôóö▲çí0àóú äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲ú ëÜïö óÖâ¿　îóó; 

だó
 - ëíïêÜÑ▲ Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜñ ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç (Üä¿íöí Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö). 

づíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö ÜäëñÑñ¿　0öï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ,どだó 12  

 
ど - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ï¿Ü¢óçüóúï　 ëí£½ñë öíëóâÖÜÇÜ ä¿íÖí äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó 

ごÖöñëÖñö Ñ¿　 0ëóÑóôñï¡óê ¿óî ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
äÜïöíçàó¡í Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö) ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, 
ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, ç ÇÜÑÜ, äëñÑüñïöçÜ0àñ½ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ. 
4. ぞÜë½íöóç Ñ¿　 ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, 
Üôóö▲çíñö £íöëíö▲, Öñ £íçóï　àóñ Üö ¡Ü¿óôñïöçí ÜßÜôí0àóêï　, ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñ,ぜкNмぜ уч£п   

 
ぜ - ÖÜë½íöóç Ñ¿　 ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 
кNм £п

 - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÖÜú (ßí£ÜçÜú) ïöÜó½Üïöó 
äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ï ÜôñöÜ½ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ ó ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç ëíïôñöñ Öí ÜÑóÖ 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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¡¿íïï-¡Ü½ä¿ñ¡ö ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖÜú ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú ç ïñ¿áï¡Ü½ Öíïñ¿ñÖÖÜ½ äÜÖ¡öñ, äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ; 

учぜ  - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç Öí ½íöñëóí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ ç ëíïôñöñ Öí ÜÑóÖ ¡¿íïï-¡Ü½ä¿ñ¡ö ç 
½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖÜú ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú ç ïñ¿áï¡Ü½ Öíïñ¿ñÖÖÜ½ äÜÖ¡öñ, äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ. 

4.1. Nn£п
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñL,P)でG)ВKbd/((aNn £п  12  

 
í - ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ âñÑñëí¿áÖÜ½Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½Ü ïöíÖÑíëöÜ (ßí£óïÖÜ½Ü ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) Ñ¿　 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ÖñÑñ¿0, 23 ôíïí - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 34 
ôíïí - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 36 ôíïÜç - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ; 

d - ÖÜë½í ôíïÜç äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú ëíßÜö▲ £í ïöíç¡Ü £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç: 
- Ñ¿　 1, 2 ó 3 ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 18 ôíïÜç; 
b - ïëñÑÖóú ½óÖó½í¿áÖ▲ú Ü¡¿íÑ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç äÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÇëÜää ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

K - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äÜ £íÖó½íñ½Üú ÑÜ¿¢ÖÜïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê 
í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

ゑ - ¡Ü~ââóîóñÖö Öíôóï¿ñÖóú äÜ ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ, Öí 
Üß　£íöñ¿áÖÜñ ïÜîóí¿áÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ Öí ï¿Üôíú çëñ½ñÖÖÜú ÖñöëÜÑÜïäÜïÜßÖÜïöó ó ç ïç　£ó ï 
½íöñëóÖïöçÜ½, Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ ó ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü 
ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 Üö ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ; 
G - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ 

öëÜÑí, ¡ÜöÜëí　 Üôóö▲çíñö çïñ çóÑ▲ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ïÜÇ¿íïÖÜ ÑñúïöçÜ0àó½ ïóïöñ½í½ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (ç öÜ½ ôóï¿ñ ó ÑÜä¿íöí ïäñîóí¿óïöí½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, ç 
ëí£½ñëñ 25 äëÜîñÖöÜç ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí, ïöíç¡ó £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲, Üä¿íö▲ £í âí¡öóôñï¡Ü0 ÜôñßÖÜ0 
ÖíÇëÜ£¡Ü); 

で - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí; 
P - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí Öí ÑÜçñÑñÖóñ ïëñÑÖñú 

£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ÑÜ 
ïëñÑÖñú £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

L - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí 
íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-Üäëíç¿ñÖôñï¡ÜÇÜ, ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ ó Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í ç âÜÖÑñ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. ばöÜôÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ç öñôñÖóñ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÇÜÑí äëÜó£çÜÑóöï　 ç ï¿Üôíñ ó£½ñÖñÖó　 Üï¿Üçóú Üä¿íö▲ öëÜÑí ó ëí£½ñëí óÖÑñ¡ïíîóó 
£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ëíßÜöÖó¡Üç ß0Ñ¢ñöÖÜú ïâñë▲ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲½ó. 

4.2. ぜ уч
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñКt, Zm ぜ уч   

 
Zm - ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó 

ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó 
Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ) Öí ¡¿íïï-¡Ü½ä¿ñ¡ö; 

Кt - ¡Ü~ââóîóñÖö óÖÑñ¡ïíîóó, äëó½ñÖ　ñ½▲ú äëó âÜë½óëÜçíÖóó Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ÜôñëñÑÖÜú 
âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Üôóö▲çí0àóú äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲ú ëÜïö ½íöñëóí¿áÖ▲ê £íöëíö. 

 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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どíß¿óîí "КÜ~ââóîóñÖö▲ ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó" 
 

  ゑóÑ▲ ¡¿íïïÜç ó ïöÜäñÖó ÜßÜôñÖóя          КÜ~ââóîóñÖö▲ ÜÑÜëÜ¢íÖóя        
        äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó         
 ç £íçóïó½Üïöó Üö ëí£¿óôÖ▲ê âí¡öÜëÜç  
                 (W)                  

   Üö     
 Ññ¿ñÖóя  
 ¡¿íïïÜç  
Öí ÇëÜää▲ 
<*> 

  Üö Öí¿óôóя    
   äëÜÇëí½½     
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 
  Üßëí£ÜçíÖóя   
<**> 

   Üßщññ    
ÜÑÜëÜ¢íÖóñ  
(Çë. 2 б 3) 

                 1                      2            3             4      

1. ОßщñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ Üôëñ¢ÑñÖóя      

- ÇÜëÜÑ (äÜïñ¿Ü¡)                      

1 ïöÜäñÖá                                1,04            1,44        1,5  

2 ïöÜäñÖá                                1,12            1,03        1,15 

3 ïöÜäñÖá                                1,22            1,03        1,26 

- ïñ¿áï¡óú Öíïñ¿ñÖÖ▲ú äÜÖ¡ö            

1 ïöÜäñÖá                                       1,29        1,29 

2 ïöÜäñÖá                                1,02            1,02        1,04 

3 ïöÜäñÖá                                1,05            1,02        1,07 

2.    ゎó½Öí£óôñï¡óñ,     
¿óîñúï¡óñ, 
¡íÑñöï¡óñ ¡¿íïï▲                    

   

1 ïöÜäñÖá                                1,04            1,44        1,5  

2 ïöÜäñÖá                                1,12            1,03        1,15 

3 ïöÜäñÖá                                1,22            1,03        1,26 

3.   Сäñîóí¿áÖ▲ñ    
(¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ñ) 
¡¿íïï▲, ¡¿íïï▲ ç▲ëíçÖóçíÖóя         

   

1 ïöÜäñÖá                                1,04            1,03        1,07 

2 ïöÜäñÖá                                       1,03        1,03 

 
-------------------------------- 
<*> КÜ~ââóîóñÖö ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ç £íçóïó½Üïöó Üö Ññ¿ñÖó　 ¡¿íïïÜç Öí ÇëÜää▲: 
1 ïöÜäñÖá - 1,04 = (23 ô + 1 ô) / 23 ô; 
2 ïöÜäñÖá - 1,12 = (34 ô + 4 ô) / 34 ô; 
3 ïöÜäñÖá - 1,22 = (36 ô + 8 ô) / 36 ô, ÇÑñ 
23 ô, 34 ô, 36 ô - ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ âñÑñëí¿áÖÜ½Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½Ü ïöíÖÑíëöÜ (ßí£óïÖÜ½Ü 

ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) äÜ 1, 2, 3 ïöÜäñÖ　½ Üßëí£ÜçíÖó　 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; 
1 ô, 4 ô, 8 ô - ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ ßí£óïÖÜ½Ü ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ ç ïç　£ó ï Ññ¿ñÖóñ½ 

¡¿íïïÜç Öí ÇëÜää▲ äÜ 1, 2, 3 ïöÜäñÖ　½ Üßëí£ÜçíÖó　 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
<**> КÜ~ââóîóñÖö▲ ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ç £íçóïó½Üïöó Üö Öí¿óôó　 äëÜÇëí½½ 

ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 óïôóï¿ñÖ▲ Öí ÜïÖÜçíÖóó ïöíöóïöóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ê 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ó ëíúÜÖí½ó, ÇÜëÜÑï¡ó½ó Ü¡ëÜÇí½ó. 

 
 
 
 
 

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ 6 
¡ げí¡ÜÖÜ 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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"だß Üßëí£ÜçíÖóó 
ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó" 
Üö 05.07.2013 N 66-だげ 

 
ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ぞん ぱごぞんぞでだゑだぎ だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ 

ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ゎんづんぞどござ づぎんずごげんぴごご ぢづんゑ ぞん ぢだずばぶぎぞごぎ 

だゐべぎがだでどばぢぞだゎだ ご ゐぎでぢずんどぞだゎだ がだぷとだずぽぞだゎだ, ぞんぶんずぽぞだゎだ だゐべぎゎだ, 
だでぞだゑぞだゎだ だゐべぎゎだ, でづぎがぞぎゎだ だゐべぎゎだ だゐづんげだゑんぞごé 

ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, 
だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ がだぢだずぞごどぎずぽぞだゎだ だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび 

だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, ゑとずùぶんé づんでびだがぼ 

ぞん だぢずんどば どづばがん, ぞん ばぶぎゐぞごとご ご ばぶぎゐぞぼぎ, ばぶぎゐぞだ-ぞんゎずéがぞぼぎ 

ぢだでだゐごé, どぎびぞごぶぎでとごぎ でづぎがでどゑん だゐばぶぎぞごé, ごゎづぼ, ごゎづばぷとご 

(げん ごでとずùぶぎぞごぎぜ づんでびだがだゑ ぞん でだがぎづぐんぞごぎ げがんぞござ 

ご だぢずんどば とだぜぜばぞんずぽぞぼび ばでずばゎ) 
 

1. づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí âóÖíÖïÜçÜñ 
ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, 
öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
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SiN - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí âóÖíÖïÜçÜñ 

ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, Öí ÜôñßÖó¡ó ó ÜôñßÖ▲ñ, ÜôñßÖÜ-ÖíÇ¿　ÑÖ▲ñ äÜïÜßó　, 
öñêÖóôñï¡óñ ïëñÑïöçí ÜßÜôñÖó　, óÇë▲, óÇëÜü¡ó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ); 

H,ぞ,ぞ,ぞ,ぞ ÑÇó
n

v
n

k
n

o
n  - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí 

äÜ¿ÜôñÖóñ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ ó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç 
ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ 
(Ü), ç ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó (v), í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí äÜ 
ïÜïöÜ　Öó0 £ÑÜëÜçá　, Öñ ó½ñ0àñÇÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜïñàíöá Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0 (Ñí¿ññ - 
ëñßñÖÜ¡-óÖçí¿óÑ, Ññöó-óÖçí¿óÑ▲), ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó (ó), äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 (n) 
ó ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó (ÑÇ); 

n - ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　: 
1 ïöÜäñÖá - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (1 - 4 ¡¿íïï▲); 
2 ïöÜäñÖá - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (5 - 9 ¡¿íïï▲); 
3 ïöÜäñÖá - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (10 - 11(12) ¡¿íïï▲); 
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i Ч,Ч,Ч,Ч,Ч  - ôóï¿ñÖÖÜïöá ÜßÜôí0àóêï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ÜëÇíÖó£íîó　ê i-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 
ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê (Çó½Öí£óôñï¡óê, 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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¿óîñúï¡óê, ¡íÑñöï¡óê) ¡¿íïïíê (Ü), ç ïäñîóí¿áÖ▲ê (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ê) ¡¿íïïíê (¡¿íïïíê ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф), ç 
çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê (v), í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àóêï　 
Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó (ó), ó ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó (ÑÇ) (äÜ ÑíÖÖ▲½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 
Üßëí£ÜçíÖóñ½); 

nぜ  - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ ó ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ëíïôñöñ Öí ÜÑóÖ ¡¿íïï-¡Ü½ä¿ñ¡ö ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖÜú 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ; 

n
iК  - ôóï¿Ü ¡¿íïïÜç-¡Ü½ä¿ñ¡öÜç ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 

i-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, 
äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú äëÜÇëí½½ñ (n) (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½). 

2. ぞÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ ó 
ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½ (Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½) ¡¿íïïñ, ç ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) 
¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, í öí¡¢ñ 
ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 ó 
ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 
ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 

- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí (£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí äñÑíÇÜÇóôñï¡ÜÇÜ, íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜÇÜ, 
ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ ó Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
Üôëñ¢ÑñÖóú, Öíôóï¿ñÖó　 Öí £íëíßÜöÖÜ0 ä¿íöÜ); 

- ëíïêÜÑ▲ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê 
äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ 
¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), Öí ÜßñïäñôñÖóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡óê 
ëíßÜöÖó¡Üç, í öí¡¢ñ ëíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí 
ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó. 
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ぢだづéがだと 

づんでぶぎどん ぞだづぜんどごゑだゑ ゑだげぜぎべぎぞごé げんどづんど ぞん ぱごぞんぞでだゑだぎ 

だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ ぢだずばぶぎぞごé がだぷとだずぽぞだゎだ, ぞんぶんずぽぞだゎだ だゐべぎゎだ, 
だでぞだゑぞだゎだ だゐべぎゎだ, でづぎがぞぎゎだ だゐべぎゎだ だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぶんでどぞぼび 

だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, だでばべぎでどゑずéùべごび 

だゐづんげだゑんどぎずぽぞばù がぎéどぎずぽぞだでどぽ ぢだ ごぜぎùべごぜ ゎだでばがんづでどゑぎぞぞばù 

んととづぎがごどんぴごù だでぞだゑぞぼぜ だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼぜ ぢづだゎづんぜぜんぜ 

 
1. ぞíïöÜ　àóú äÜë　ÑÜ¡ ÜïöíÖíç¿óçíñö äÜë　ÑÜ¡ ëíïôñöí ÖÜë½íöóçÜç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ 

ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 
ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ 
ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ (Ñí¿ññ - 
ÖÜë½íöóç). 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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2. ぞÜë½íöóç ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 
- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí (£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí äñÑíÇÜÇóôñï¡ÜÇÜ, íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜÇÜ, 

ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ ó Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í, Öíôóï¿ñÖó　 Öí £íëíßÜöÖÜ0 ä¿íöÜ); 
- ëíïêÜÑ▲ ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 

Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç 
Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), í öí¡¢ñ ëíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó 
ごÖöñëÖñö Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó. 

3. ぞÜë½íöóç ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ,ぜп Nnぞ уч£п  

 
ぞ - ÖÜë½íöóç çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ 

ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½; 

Nn£п
 - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ ëíßÜöÖó¡Üç ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 
í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÖÜú (ßí£ÜçÜú) ïöÜó½Üïöó 
äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ï ÜôñöÜ½ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ ó ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç ëíïôñöñ Öí 
ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ, ç 
ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú 
ÜëÇíÖó£íîóó, í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, äÜ 
ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 ó ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ôíïöÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó; 

ぜпуч
 - ÖÜë½íöóç ëíïêÜÑÜç Öí ½íöñëóí¿áÖ▲ñ £íöëíö▲ ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ, ç ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) 
¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　), ç çñôñëÖñú (ï½ñÖÖÜú) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, í öí¡¢ñ 
ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 ó 
ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½. 

3.1. Nn£п
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 
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í - ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ âñÑñëí¿áÖÜ½Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½Ü ïöíÖÑíëöÜ (ßí£óïÖÜ½Ü ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) Ñ¿　 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ÖñÑñ¿0 (36 ôíïÜç - ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ ÇëÜää▲ ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, 23 ôíïí - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 34 ôíïí - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ, 36 ôíïÜç - 
ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ; 23 ôíïí - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ, ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ ç çñôñëÖóê 
(ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê; 23 ôíïí - ïëñÑÖññ (äÜ¿ÖÜñ) Üßàññ 
Üßëí£ÜçíÖóñ ç çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê); 

d - ÖÜë½í ôíïÜç äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú ëíßÜö▲ £í ïöíç¡Ü £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç: 
- Ñ¿　 1, 2, 3 ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 18 ôíïÜç; 
- ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê 36 ôíïÜç; 
W - ¡Ü~ââóîóñÖö ÜÑÜëÜ¢íÖó　 ïöÜó½Üïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ïÜÇ¿íïÖÜ öíß¿óîñ "КÜ~ââóîóñÖö▲ 

ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó", ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú ¡ ÖíïöÜ　àñ½Ü äëó¿Ü¢ñÖó0; 
b - ïëñÑÖóú ½óÖó½í¿áÖ▲ú Ü¡¿íÑ äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç äÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ÇëÜää ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 

K - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ¡Ü~ââóîóñÖö äÜ £íÖó½íñ½Üú ÑÜ¿¢ÖÜïöó äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, ï¿Ü¢óçüóúï　 ï ÜôñöÜ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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í¡öÜç, äëóÖ　ö▲ê ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó; 
ゑ - ¡Ü~ââóîóñÖö Öíôóï¿ñÖóú äÜ ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ, Öí 

Üß　£íöñ¿áÖÜñ ïÜîóí¿áÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ Öí ï¿Üôíú çëñ½ñÖÖÜú ÖñöëÜÑÜïäÜïÜßÖÜïöó ó ç ïç　£ó ï 
½íöñëóÖïöçÜ½, Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ ó ïöëíêÜç▲½ ç£ÖÜïí½ äÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ½Ü 
ïÜîóí¿áÖÜ½Ü ïöëíêÜçíÖó0 Üö ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç Öí äëÜó£çÜÑïöçñ ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖóú; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ; 
m - ÜïöíÖÜç¿ñÖÖí　 äëñÑñ¿áÖí　 ÖíäÜ¿Ö　ñ½Üïöá ¡¿íïïÜç (ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜää): 
- 25 ôñ¿Üçñ¡ ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ç Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó ¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê ç 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 
- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó ¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê ç 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äÜïñ¿¡íê; 
- 14 ôñ¿Üçñ¡ ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê ó ¡íÑñöï¡óê ¡¿íïïíê ç 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 
- 16 ôñ¿Üçñ¡ ç çñôñëÖóê (ï½ñÖÖ▲ê) ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 

ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú, ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê; 
- 20 ôñ¿Üçñ¡ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç 

ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 15 ôñ¿Üçñ¡ ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äÜïñ¿¡íê ó ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 

- 12 ôñ¿Üçñ¡ ç ïäñîóí¿áÖ▲ê (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ê) ¡¿íïïíê, ¡¿íïïíê ç▲ëíçÖóçíÖó　; 
G - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ 

öëÜÑí, ¡ÜöÜëí　 Üôóö▲çíñö çïñ çóÑ▲ ç▲ä¿íö ¡Ü½äñÖïíîóÜÖÖÜÇÜ êíëí¡öñëí ïÜÇ¿íïÖÜ ÑñúïöçÜ0àó½ ïóïöñ½í½ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (ç öÜ½ ôóï¿ñ ÑÜä¿íöí ïäñîóí¿óïöí½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, ç ëí£½ñëñ 25 
äëÜîñÖöÜç ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí, ïöíç¡ó £íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲, Üä¿íö▲ £í âí¡öóôñï¡Ü0 ÜôñßÖÜ0 ÖíÇëÜ£¡Ü); 

で - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ç▲ä¿íö ïöó½Ü¿óëÜ0àñÇÜ êíëí¡öñëí ç âÜÖÑñ Üä¿íö▲ öëÜÑí 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

L - ¡Ü~ââóîóñÖö, ÜïöíÖíç¿óçí0àóú ÑÜ¿0 ëíïêÜÑÜç Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí 
íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-Üäëíç¿ñÖôñï¡ÜÇÜ, ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ ó Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í ç âÜÖÑñ 
Üä¿íö▲ öëÜÑí ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. ばöÜôÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ç öñôñÖóñ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÇÜÑí äëÜó£çÜÑóöï　 ç ï¿Üôíñ ó£½ñÖñÖó　 Üï¿Üçóú Üä¿íö▲ öëÜÑí ó ëí£½ñëí óÖÑñ¡ïíîóó 
£íëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ëíßÜöÖó¡Üç ß0Ñ¢ñöÖÜú ïâñë▲ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲½ó. 

3.2. ぜпуч
 ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñ,だКt Z ぜп óуч   

 
Z - ëíïêÜÑ▲ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, 

ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê 
Üï¿ÜÇ); 

Кt - ¡Ü~ââóîóñÖö óÖÑñ¡ïíîóó, äëó½ñÖ　ñ½▲ú äëó âÜë½óëÜçíÖóó Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí Öí ÜôñëñÑÖÜú 
âóÖíÖïÜç▲ú ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ, Üôóö▲çí0àóú äëÜÇÖÜ£óëÜñ½▲ú ëÜïö óÖâ¿　îóó; 

だó
 - ëíïêÜÑ▲ Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜñ ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç (Üä¿íöí Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö). 

づíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö ÜäëñÑñ¿　0öï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 
 

ÇÑñ, ど だó 12  

 
ど - ïëñÑÖñç£çñüñÖÖ▲ú ï¿Ü¢óçüóúï　 ëí£½ñë öíëóâÖÜÇÜ ä¿íÖí äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó 

ごÖöñëÖñö Ñ¿　 0ëóÑóôñï¡óê ¿óî ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖó　ê ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
äÜïöíçàó¡í Üï¿ÜÇ ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö) ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí, 
ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó, ç ÇÜÑÜ, äëñÑüñïöçÜ0àñ½ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü; 

12 - ¡Ü¿óôñïöçÜ ½ñï　îñç ç ÇÜÑÜ. 
 

どíß¿óîí "КÜ~ââóîóñÖö▲ ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó" 
 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
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        ゑóÑ▲ ¡¿íïïÜç ó ïöÜäñÖó ÜßÜôñÖóя          КÜ~ââóîóñÖö ÜÑÜëÜ¢íÖóя   
 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ç  
 £íçóïó½Üïöó Üö Ññ¿ñÖóя   
  ¡¿íïïÜç Öí ÇëÜää▲ <*> 

                       1                                  2               

1. ОßщñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ Üôëñ¢ÑñÖóя                
- ÇÜëÜÑ (äÜïñ¿Ü¡)                                
1 ïöÜäñÖá                                                            1,04 
2 ïöÜäñÖá                                                            1,12 
3 ïöÜäñÖá                                                            1,22 
- ïñ¿áï¡óú Öíïñ¿ñÖÖ▲ú äÜÖ¡ö                      
1 ïöÜäñÖá                                        
2 ïöÜäñÖá                                                            1,02 
3 ïöÜäñÖá                                                            1,05 
2. ゎó½Öí£óôñï¡óñ, ¿óîñúï¡óñ, ¡íÑñöï¡óñ ¡¿íïï▲    
1 ïöÜäñÖá                                                            1,04 
2 ïöÜäñÖá                                                            1,12 
3 ïöÜäñÖá                                                            1,22 
3. Сäñîóí¿áÖ▲ñ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ñ)  ¡¿íïï▲,  ¡¿íïï▲ 
ç▲ëíçÖóçíÖóя                                    

 

1 ïöÜäñÖá                                                            1,04 
 
-------------------------------- 
<*> КÜ~ââóîóñÖö ÜÑÜëÜ¢íÖó　 äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Üï¿ÜÇó ç £íçóïó½Üïöó Üö Ññ¿ñÖó　 ¡¿íïïÜç Öí ÇëÜää▲: 
1 ïöÜäñÖá - 1,04 = (23 ô + 1 ô) / 23 ô; 
2 ïöÜäñÖá - 1,12 = (34 ô + 4 ô) / 34 ô; 
3 ïöÜäñÖá - 1,22 = (36 ô + 8 ô) / 36 ô, ÇÑñ 
23 ô, 34 ô, 36 ô - ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ âñÑñëí¿áÖÜ½Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½Ü ïöíÖÑíëöÜ (ßí£óïÖÜ½Ü 

ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ) äÜ 1, 2, 3 ïöÜäñÖ　½ Üßëí£ÜçíÖó　 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ; 
1 ô, 4 ô, 8 ô - ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ôíïÜç äÜ ßí£óïÖÜ½Ü ÜôñßÖÜ½Ü ä¿íÖÜ ç ïç　£ó ï Ññ¿ñÖóñ½ 

¡¿íïïÜç Öí ÇëÜää▲ äÜ 1, 2, 3 ïöÜäñÖ　½ Üßëí£ÜçíÖó　 ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ. 
 
 
 
 
 

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ 8 
¡ げí¡ÜÖÜ 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
"だß Üßëí£ÜçíÖóó 

ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó" 
Üö 05.07.2013 N 66-だげ 

 
ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ゑだげぜぎべぎぞごé げんどづんど ぞん ぱごぞんぞでだゑだぎ 

だゐぎでぢぎぶぎぞごぎ ぢだずばぶぎぞごé がだぷとだずぽぞだゎだ, ぞんぶんずぽぞだゎだ だゐべぎゎだ, 
だでぞだゑぞだゎだ だゐべぎゎだ, でづぎがぞぎゎだ だゐべぎゎだ だゐづんげだゑんぞごé ゑ ぶんでどぞぼび 

だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, だでばべぎでどゑずéùべごび 

だゐづんげだゑんどぎずぽぞばù がぎéどぎずぽぞだでどぽ ぢだ ごぜぎùべごぜ 

ゎだでばがんづでどゑぎぞぞばù んととづぎがごどんぴごù だでぞだゑぞぼぜ 

だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼぜ ぢづだゎづんぜぜんぜ, ゑとずùぶんé づんでびだがぼ 

ぞん だぢずんどば どづばがん, ぢづごだゐづぎどぎぞごぎ ばぶぎゐぞごとだゑ ご ばぶぎゐぞぼび ぢだでだゐござ, 
でづぎがでどゑ だゐばぶぎぞごé, ごゎづ ご ごゎづばぷぎと (げん ごでとずùぶぎぞごぎぜ づんでびだがだゑ 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë ó 
óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ 
ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñ,ЧN)Ч(N)Ч(N)Ч(NSzi ÑÇ
i

ÑÇó
i

ó
n

k
i

k
n

o
i

o
n    

 
Szi - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí çÜ£½ñàñÖó　 £íöëíö Öí 

âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ äÜ¿ÜôñÖó　 ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ, Öíôí¿áÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ, ïëñÑÖñÇÜ ÜßàñÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, 
ç¡¿0ôí　 ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí, äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë ó 
óÇëÜüñ¡ (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ); 

N,N,N,N ÑÇó
n

k
n

o
n  - ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ 
ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½, Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½, ¡íÑñöï¡Ü½ ¡¿íïïñ (Ü), ç ïäñîóí¿áÖÜ½ 
(¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф), í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ëñßñÖ¡í-óÖçí¿óÑí äÜ ïÜïöÜ　Öó0 
£ÑÜëÜçá　, Öñ ó½ñ0àñÇÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜïñàíöá Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0 (Ñí¿ññ - ëñßñÖÜ¡-óÖçí¿óÑ, 
Ññöó-óÖçí¿óÑ▲), ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó (ó), äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 (n) ó ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ôíïöÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó (ÑÇ); 

n - ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　: 
1 ïöÜäñÖá - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (1 - 4 ¡¿íïï▲); 
2 ïöÜäñÖá - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (5 - 9 ¡¿íïï▲); 
3 ïöÜäñÖá - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (10 - 11(12) ¡¿íïï▲); 

ÑÇ
i

ó
i

k
i

o
i Ч,Ч,Ч,Ч  - ôóï¿ñÖÖÜïöá ÜßÜôí0àóêï　 ç ôíïöÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 

ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí äÜ ÑíÖÖ▲½ 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ç 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê (Çó½Öí£óôñï¡óê, ¿óîñúï¡óê, ¡íÑñöï¡óê) ¡¿íïïíê (Ü), ç ïäñîóí¿áÖ▲ê (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲ê) 
¡¿íïïíê (¡¿íïïíê ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф), í öí¡¢ñ ÜßÜôí0àóêï　 Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí 
ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó (ó), ó ÜßÜôí0àóêï　 ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ç ôíïöÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú 
ÜëÇíÖó£íîóó (ÑÇ) (äÜ ÑíÖÖ▲½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½). 

2. ぞÜë½íöóç âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 äÜ¿ÜôñÖó　 ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ôíïöÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ó½ñ0àó½ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 í¡¡ëñÑóöíîó0 ÜïÖÜçÖ▲½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½, ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ï¿ñÑÜ0àóñ 
çóÑ▲ ëíïêÜÑÜç: 

- ëíïêÜÑ▲ Öí Üä¿íöÜ öëÜÑí; 
- ëíïêÜÑ▲ Öí äëóÜßëñöñÖóñ ÜôñßÖó¡Üç ó ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßóú, ïëñÑïöç ÜßÜôñÖó　, óÇë, óÇëÜüñ¡ (£í 

óï¡¿0ôñÖóñ½ ëíïêÜÑÜç Öí ïÜÑñë¢íÖóñ £ÑíÖóú ó Üä¿íöÜ ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ), ëíïêÜÑ▲ äÜ Üä¿íöñ Üï¿ÜÇ 
ÑÜïöÜäí ¡ ïñöó ごÖöñëÖñö Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç, ÖíêÜÑ　àóêï　 Öí ÑóïöíÖîóÜÖÖÜ½ ÜßÜôñÖóó. 
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╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
"だß Üßëí£ÜçíÖóó 

ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó" 
Üö 05.07.2013 N 66-だげ 

 
ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん づんげぜぎづん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ぞん だでばべぎでどゑずぎぞごぎ ぢぎづぎがんぞぞぼび だづゎんぞんぜ 

ぜぎでどぞだゎだ でんぜだばぢづんゑずぎぞごé ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ぢだずぞだぜだぶござ 

ごゑんぞだゑでとだざ だゐずんでどご ぢだ ぢづごでぜだどづば ご ばびだがば げん がぎどぽぜご-でごづだどんぜご 

ご がぎどぽぜご, だでどんゑぷごぜごでé ゐぎげ ぢだぢぎぶぎぞごé づだがごどぎずぎざ, 
がぎどぽぜご-ごぞゑんずごがんぜご ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび がだぷとだずぽぞぼび 

だゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび ご がぎどぽぜご, ぞばぐがんùべごぜごでé 

ゑ がずごどぎずぽぞだぜ ずぎぶぎぞごご, ゑ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび がだぷとだずぽぞぼび 

だゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび, だでばべぎでどゑずéùべごび だげがだづだゑずぎぞごぎ 

 
づí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ç ôíïöó âóÖíÖïóëÜçíÖó　 

ëíïêÜÑÜç äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöá½ó, 
ÖÜ¢Ñí0àó½óï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ, ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 

 
VТ = Qm б JТ + Qn б JМТ, ÇÑñ 
 
Vi - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 

äñëñÑíÖÖ▲ê ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöá½ó, 
ÖÜ¢Ñí0àó½óï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ; 

Qm - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 

Ji - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöñú, ÖÜ¢Ñí0àóêï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
Ü¡ëÜÇí (äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, 
äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½), ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó; 

Qn - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê; 

Jci - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ó Ññöñú, ÖÜ¢Ñí0àóêï　 ç Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ¿ñôñÖóó, ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ÜïÜàñïöç¿　0àóê Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½), ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê. 

でëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó, ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ 
âÜë½Ü¿ñ: 

 
Qm = N - X, ÇÑñ 
 
N - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0. ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú 
ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ó ëí£½ñëí 
ïëñÑïöç, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê Öí ïÜÑñë¢íÖóñ, ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 
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Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜçíÖÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÇÜÑ, 
äëñÑüñïöçÜ0àóú ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ï ÜôñöÜ½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜç, ÜäëñÑñ¿　0àóê öñÖÑñÖîóó ó£½ñÖñÖóú; 

X - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó. 

ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó, ó 
Üßéñ½í ïÜßçñÖîóó Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó. 

でëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 
ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê, 
ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 
Qn = N - В, ÇÑñ 
 
N - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0. ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú 
ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0, ó ëí£½ñëí 
ïëñÑïöç, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê Öí ïÜÑñë¢íÖóñ, ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜçíÖÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÇÜÑ, 
äëñÑüñïöçÜ0àóú ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ï ÜôñöÜ½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜç, ÜäëñÑñ¿　0àóê öñÖÑñÖîóó ó£½ñÖñÖóú; 

Y - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 
ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê. 

ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê 
½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó 
äÜïñ¿¡íê, ó Üßéñ½í ïÜßçñÖîóó Öí âóÖíÖïÜçÜñ ÜßñïäñôñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí 
äÜ¿ÜôñÖóñ ÜßàñÑÜïöÜäÖÜÇÜ ó ßñïä¿íöÖÜÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê. 

 
 
 
 
 

ぢëó¿Ü¢ñÖóñ 10 
¡ げí¡ÜÖÜ 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
"だß Üßëí£ÜçíÖóó 

ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó" 
Üö 05.07.2013 N 66-だげ 

 
ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん づんげぜぎづん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ぞん だでばべぎでどゑずぎぞごぎ ぢぎづぎがんぞぞぼび だづゎんぞんぜ 

ぜぎでどぞだゎだ でんぜだばぢづんゑずぎぞごé ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ぢだずぞだぜだぶござ 

ごゑんぞだゑでとだざ だゐずんでどご ぢだ ぢづごでぜだどづば ご ばびだがば げん がぎどぽぜご-でごづだどんぜご 

ご がぎどぽぜご, だでどんゑぷごぜごでé ゐぎげ ぢだぢぎぶぎぞごé づだがごどぎずぎざ, 
がぎどぽぜご-ごぞゑんずごがんぜご ゑ がだぷとだずぽぞぼび ゎづばぢぢんび ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび 

だゐべぎだゐづんげだゑんどぎずぽぞぼび だづゎんぞごげんぴござ 

 
づí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ç ôíïöó âóÖíÖïóëÜçíÖó　 

ëíïêÜÑÜç äÜ äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 　ç¿　ñöï　 
ëíïêÜÑÖ▲½ Üß　£íöñ¿áïöçÜ½ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó, ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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MТ = Rm б ЧТ + Rn б DМТ, ÇÑñ 
 
Mi - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 

äñëñÑíÖÖ▲ê ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
äëóï½ÜöëÜ ó ÜêÜÑÜ £í Ññöá½ó-ïóëÜöí½ó ó Ññöá½ó, Üïöíçüó½óï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, 
Ññöá½ó-óÖçí¿óÑí½ó ç ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú; 

Rm - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 ÇëÜääÜ 
ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 

ЧТ - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, 
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí (äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ 
ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½), ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç 
ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 

Rn - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê 
£íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 ÇëÜääÜ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú 
ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê; 

Dci - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-ïóëÜö ó Ññöñú, Üïöíçüóêï　 ßñ£ äÜäñôñÖó　 ëÜÑóöñ¿ñú, Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç ç 
ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê ÇëÜääíê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí (äÜ 
ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, 
äëñÑÜïöíç¿　ñ½▲½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½), ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê. 

でëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 ÇëÜääÜ ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó, 
ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 
Rm = N - G, ÇÑñ 
 
N - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0. ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú 
ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ó ëí£½ñëí 
ïëñÑïöç, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê Öí ïÜÑñë¢íÖóñ, ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜçíÖÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÇÜÑ, 
äëñÑüñïöçÜ0àóú ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ï ÜôñöÜ½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜç, ÜäëñÑñ¿　0àóê öñÖÑñÖîóó ó£½ñÖñÖóú; 

G - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó, Üöçñë¢ÑñÖÖ▲ú äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½ ぢëíçóöñ¿áïöçí ごçíÖÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó. 

でëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 ÇëÜääÜ ç 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê, 
ëíïïôóö▲çíñöï　 äÜ âÜë½Ü¿ñ: 

 
Rn = N - ВМ, ÇÑñ 
 
N - ïëñÑÖóú ÖÜë½íöóç âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö ç ëíïôñöñ Öí 1 ëñßñÖ¡í, äÜïñàí0àñÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ0 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜ0 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 ÜëÇíÖó£íîó0. ば¡í£íÖÖ▲ú ÖÜë½íöóç ÜäëñÑñ¿　ñöï　 óïêÜÑ　 ó£ Üßàñú 
ôóï¿ñÖÖÜïöó Ññöñú, äÜïñàí0àóê ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó, ó ëí£½ñëí 
ïëñÑïöç, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê Öí ïÜÑñë¢íÖóñ, ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ Ññöñú ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ê 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê ç ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜçíÖÖÜ½ ß0Ñ¢ñöñ ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó Öí ÇÜÑ, 
äëñÑüñïöçÜ0àóú ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ï ÜôñöÜ½ ¡Ü~ââóîóñÖöÜç, ÜäëñÑñ¿　0àóê öñÖÑñÖîóó ó£½ñÖñÖóú; 

Yc - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　 ç ëíïôñöñ Öí ÜÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ó äÜïñ¿¡íê, Üöçñë¢ÑñÖÖ▲ú äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½ ぢëíçóöñ¿áïöçí 
ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó. 

 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д
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ぢëó¿Ü¢ñÖóñ 11 
¡ げí¡ÜÖÜ 

ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 
"だß Üßëí£ÜçíÖóó 

ç ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó" 
Üö 05.07.2013 N 66-だげ 

 
ぜぎどだがごとん 

づんでぶぎどん づんげぜぎづん でばゐゑぎぞぴござ ゐùがぐぎどんぜ ぜばぞごぴごぢんずぽぞぼび づんざだぞだゑ 

ご ゎだづだがでとごび だとづばゎだゑ ぞん だでばべぎでどゑずぎぞごぎ ぢぎづぎがんぞぞぼび だづゎんぞんぜ 

ぜぎでどぞだゎだ でんぜだばぢづんゑずぎぞごé ゎだでばがんづでどゑぎぞぞぼび ぢだずぞだぜだぶござ 

ごゑんぞだゑでとだざ だゐずんでどご ぢだ とだぜぢぎぞでんぴごご げんどづんど づだがごどぎずぎざ (げんとだぞぞぼび 

ぢづぎがでどんゑごどぎずぎざ) ぞん ゑだでぢごどんぞごぎ ご だゐばぶぎぞごぎ がぎどぎざ-ごぞゑんずごがだゑ 

ぞん がだぜば 

 
づí£½ñë ïÜßçñÖîóú ß0Ñ¢ñöí½ ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ëíúÜÖÜç ó ÇÜëÜÑï¡óê Ü¡ëÜÇÜç Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 

äñëñÑíÖÖ▲ê ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
¡Ü½äñÖïíîóó £íöëíö ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí 
ÑÜ½Ü ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú âÜë½Ü¿ñ: 

 

ÇÑñ)),F(Q)FQ((

)) N(G)N(G())Ч(ぞ)Ч(ぞ(S

k
i

k
n

o
i

o
n

k
i

k
n

o
i

o
n

k
i

k

n

o
i

o
nin







 

 

inS  - ëí£½ñë ïÜßçñÖîóó ß0Ñ¢ñöÜ Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ëíúÜÖí, ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 
äñëñÑíÖÖ▲ê ÜëÇíÖí½ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôóú ごçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 
¡Ü½äñÖïíîóó £íöëíö ëÜÑóöñ¿ñú (£í¡ÜÖÖ▲ê äëñÑïöíçóöñ¿ñú) Öí çÜïäóöíÖóñ ó ÜßÜôñÖóñ Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Öí 
ÑÜ½Ü; 

k
n

o
n ぞ,ぞ  - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 

Üßëí£ÜçíÖó　 ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½ (Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½) ¡¿íïïñ (Ü), ç 
ïäñîóí¿áÖÜ½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф) äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 (n) ç 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó; 

n - ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　: 
1 ïöÜäñÖá - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (1 - 4 ¡¿íïï▲); 
2 ïöÜäñÖá - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (5 - 9 ¡¿íïï▲); 
3 ïöÜäñÖá - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (10 - 11 (12) ¡¿íïï▲); 

k
i

o
i Ч,Ч  - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, äëÜ¢óçí0àóê ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó, äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ 
ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ÜßÜôñÖóñ ¡ÜöÜë▲ê Öí ÑÜ½Ü ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ëÜÑóöñ¿　½ó (£í¡ÜÖÖ▲½ó äëñÑïöíçóöñ¿　½ó) ç 
äëñÑñ¿íê ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ïöÜäñÖó ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½, Üßñïäñôóçí0àó½ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 
(ÜÇ¿Üß¿ñÖÖÜ0) äÜÑÇÜöÜç¡Ü (Ü), ïäñîóí¿áÖ▲½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲½) (Ф) Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½); 

k
n

o
n G,G  - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 

Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½ (Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½) ¡¿íïïñ (Ü), ç ïäñîóí¿áÖÜ½ 
(¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф) äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 (n) ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê; 

n - ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　: 
1 ïöÜäñÖá - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (1 - 4 ¡¿íïï▲); 



╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лрйлтйнлмо N сс-¨╆ 
"¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう" 
гこさうくはす ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ Дせきけえ нтйлсйнлмод 
гゃきっしすっ し "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ 
さぇしたけょくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは けぉせつぇのとうたしは м - п おかぇししけゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ 
くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ 
こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з "‶けさはょおけき 
さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ 
こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの 
ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ 
けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う 
ゃけいきっとっくうっ いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз 
せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ けぉせつっくうはз うゅさにз 
うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ 
おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ けぉっしこっつっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ 
けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз 
けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う 
ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ゅぇさぇくすうえ 
さっぇかういぇちうう こさぇゃ くぇ こけかせつっくうっ けぉとっょけしすせこくけゅけ う ぉっしこかぇすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けぉっしこっつっくうっ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз 
くぇ せつっぉくうおう う せつっぉくにっз せつっぉくけ くぇゅかはょくにっ こけしけぉうはз すったくうつっしおうっ しさっょしすゃぇ 
けぉせつっくうはз うゅさにз うゅさせておう гいぇ うしおかのつっくうっき さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ 
いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з "‶けさはょおけき さぇしつっすぇ くけさきぇすうゃけゃ 
ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは ょけておけかぬくけゅけз 
くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ 
つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇききぇき"з "Мっすけょうおけえ 
さぇしつっすぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ ゃけいきっとっくうは いぇすさぇす くぇ そうくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ こけかせつっくうは 
ょけておけかぬくけゅけз くぇつぇかぬくけゅけ けぉとっゅけз けしくけゃくけゅけ けぉとっゅけз しさっょくっゅけ けぉとっゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ つぇしすくにた けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはたз 
けしせとっしすゃかはのとうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ こけ うきっのとうき 
ゅけしせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの けしくけゃくにき けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき 
こさけゅさぇききぇきз ゃおかのつぇは さぇしたけょに くぇ けこかぇすせ すさせょぇз こさうけぉさっすっくうっ せつっぉくうおけゃ 
う せつっぉくにた こけしけぉうえз しさっょしすゃ けぉせつっくうはз うゅさ う うゅさせてっお гいぇ うしおかのつっくうっき 
さぇしたけょけゃ くぇ しけょっさあぇくうっ いょぇくうえ う けこかぇすせ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅд"з 
"Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた 
さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは 
ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうはた う ょっすぬきうз くせあょぇのとうきうしは ゃ 
ょかうすっかぬくけき かっつっくううз ゃ きせくうちうこぇかぬくにた ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
けさゅぇくういぇちうはたз けしせとっしすゃかはのとうた けいょけさけゃかっくうっ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ 
さぇいきっさぇ しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ こさうしきけすさせ う せたけょせ 
いぇ ょっすぬきう しうさけすぇきう う ょっすぬきうз けしすぇゃてうきうしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえз 
ょっすぬきう うくゃぇかうょぇきう ゃ ょけておけかぬくにた ゅさせここぇた きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ"з "Мっすけょうおけえ さぇしつっすぇ さぇいきっさぇ 
しせぉゃっくちうえ ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた さぇえけくけゃ う ゅけさけょしおうた けおさせゅけゃ くぇ 
けしせとっしすゃかっくうっ こっさっょぇくくにた けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた こけかくけきけつうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ おけきこっくしぇちうう いぇすさぇす 
さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた こさっょしすぇゃうすっかっえд くぇ ゃけしこうすぇくうっ う けぉせつっくうっ 
ょっすっえ うくゃぇかうょけゃ くぇ ょけきせ"д

 
 

Дけおせきっくす こさっょけしすぇゃかっく Кけくしせかぬすぇくす‶かのし 
Дぇすぇ しけたさぇくっくうはх луймлйнлмо 

 

  

  

КけくしせかьすаくすПかのし 

くаょっあくаは こさавけваは こけょょっさあおа 
www.consultant.ru Сすさぇくうちぇ 34 うい 34 

2 ïöÜäñÖá - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (5 - 9 ¡¿íïï▲); 
3 ïöÜäñÖá - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (10 - 11 (12) ¡¿íïï▲); 

k
i

o
i N,N  - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, äëÜ¢óçí0àóê ç ïñ¿áï¡óê 

Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê, äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ 
ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ ¡ÜöÜë▲ê Öí ÑÜ½Ü ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ëÜÑóöñ¿　½ó (£í¡ÜÖÖ▲½ó 
äëñÑïöíçóöñ¿　½ó) ç äëñÑñ¿íê ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ïöÜäñÖó äÜ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½, Üßñïäñôóçí0àó½ 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 (ÜÇ¿Üß¿ñÖÖÜ0) äÜÑÇÜöÜç¡Ü (Ü), ïäñîóí¿áÖ▲½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲½) (Ф) Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ 
äëÜÇëí½½í½ (äÜ ÑíÖÖ▲½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½); 

Q,Q k
n

o
n  - ÖÜë½íöóç ÜßñïäñôñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ëñí¿ó£íîóó äëíç Öí äÜ¿ÜôñÖóñ 

Üßëí£ÜçíÖó　 ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½ (Çó½Öí£óôñï¡Ü½, ¿óîñúï¡Ü½) ¡¿íïïñ (Ü), ç ïäñîóí¿áÖÜ½ 
(¡Üëëñ¡îóÜÖÖÜ½) ¡¿íïïñ (¡¿íïïñ ç▲ëíçÖóçíÖó　) (Ф) äÜ ïöÜäñÖ　½ ÜßÜôñÖó　 (n) ç Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîó　ê, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç äÜïñ¿¡íê; 

n - ïöÜäñÖó ÜßàñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　: 
1 ïöÜäñÖá - Öíôí¿áÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (1 - 4 ¡¿íïï▲); 
2 ïöÜäñÖá - ÜïÖÜçÖÜñ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (5 - 9 ¡¿íïï▲); 
3 ïöÜäñÖá - ïëñÑÖññ Üßàññ Üßëí£ÜçíÖóñ (10 - 11 (12) ¡¿íïï▲); 

k
i

o
i F,F  - ôóï¿ñÖÖÜïöá Ññöñú-óÖçí¿óÑÜç Т-ÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, äëÜ¢óçí0àóê ç äÜïñ¿¡íê, 

äÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖó　 Öí 1 ïñÖö　ßë　 ÇÜÑí, äëñÑüñïöçÜ0àñÇÜ ä¿íÖóëÜñ½Ü½Ü, 
ÜßÜôñÖóñ ó çÜïäóöíÖóñ ¡ÜöÜë▲ê Öí ÑÜ½Ü ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ëÜÑóöñ¿　½ó (£í¡ÜÖÖ▲½ó äëñÑïöíçóöñ¿　½ó) ç 
äëñÑñ¿íê ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ïöÜäñÖó äÜ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½, Üßñïäñôóçí0àó½ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 
(ÜÇ¿Üß¿ñÖÖÜ0) äÜÑÇÜöÜç¡Ü (Ü), ïäñîóí¿áÖ▲½ (¡Üëëñ¡îóÜÖÖ▲½) (Ф) Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜÇëí½½í½ (äÜ ÑíÖÖ▲½ 
½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ÜëÇíÖí Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖóñ½). 
 
 
 


