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最高人民法院发布

反垄断和反不正当竞争典型案例
国务院印发《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》

妇女享受平等 保障儿童优先

据新华社香港9月27日电（记者 黄
茜恬 王茜）香港特区政府27日发布《香港
营商环境报告：优势独特 机遇无限》指
出，制定实施香港国安法和完善选举制
度，有力维护香港社会稳定和营商环境。
香港营商环境重回正轨，优势突出，未来
发展空间不可限量。

作为香港回归以来发布的首份营商环境
报告，整份报告共68页，分为5个部分。报告
引言指出，在“一国两制”的基础上，香港长期
保持有利营商的制度优势；第一章讲述“修例
风波”和美国遏华战略对香港经济和营商环
境造成严重负面影响；第二章讲述制定实施
香港国安法及落实“爱国者治港”原则，有力
维护了香港社会稳定和营商环境；第三章讲
述香港营商环境重回正轨，优势突出，未来
发展空间不可限量；结语通过列举客观事
实，充分证明香港社会经济雄厚的底子和强
大的韧性，以及香港营商环境的优越性。

香港特区政府财政司司长陈茂波当
日表示，目前外界对香港的发展和营商环
境仍存在一些误解和偏见，甚至被美国等
国家宣传的错误信息所蒙蔽，例如美国发
布的所谓“香港商业警告”。特区政府有
必要罗列香港的优势和发展机遇，让外界
更容易掌握这些信息，以正视听。

新华社北京9月27日电 国务院日前
印发《中国妇女发展纲要（2021－2030年）》
和《中国儿童发展纲要（2021－2030年）》
（以下分别简称妇女纲要和儿童纲要）。

党的十八大以来，以习近平同志为
核心的党中央高度重视妇女儿童和家庭
工作，妇女儿童事业取得了历史性新成
就。制定实施两个纲要，对于深入贯彻男
女平等基本国策和儿童优先原则，促进我
国妇女儿童事业在新时代实现更高质量
发展具有十分重要的意义。

两个纲要深入贯彻党的十九大和十
九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚
持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平

理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、
习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以
人民为中心的发展思想，坚持走中国特色
社会主义妇女儿童发展道路，规划部署了
未来十年妇女儿童发展的目标任务。

妇女纲要提出，到2030年，男女平等
基本国策得到深入贯彻落实，促进男女平
等和妇女全面发展的制度机制创新完善；
妇女平等享有全方位全生命周期健康服
务，健康水平持续提升；妇女平等享有受
教育权利，素质能力持续提高；妇女平等
享有经济权益，经济地位稳步提升；妇女
平等享有政治权利，参与国家和经济文化

社会事务管理的水平逐步提高；妇女平等享
有多层次可持续的社会保障，待遇水平稳步
提高；支持家庭发展的法规政策体系更加完
善，社会主义家庭文明新风尚广泛弘扬；男
女平等理念更加深入人心，妇女发展环境更
为优化；法治体系更加健全，妇女合法权益
得到切实保障；妇女的获得感、幸福感、安全
感显著提升。围绕健康、教育、经济、参与决
策和管理、社会保障、家庭建设、环境、法律8
个领域，妇女纲要提出75项主要目标和93项
策略措施。

儿童纲要提出，到2030年，保障儿童权
利的法律法规政策体系更加健全，促进儿童
发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会

风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间的儿童
发展差距明显缩小；儿童享有更加均等和可
及的基本公共服务，享有更加普惠和优越的
福利保障，享有更加和谐友好的家庭和社会
环境；儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、
环境、法律保护等领域的权利进一步实现，
思想道德素养和全面发展水平显著提升，获
得感、幸福感、安全感明显增强。围绕健康、
安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护7个
领域，儿童纲要提出70项主要目标和89项
策略措施。

两个纲要从完善实施工作机制、健全目
标管理责任制、加强监测评估等方面提出组
织实施要求。

据新华社北京9月27日电（记者 罗沙）最高人民法院27
日发布十件反垄断和反不正当竞争典型案例，推动统一裁判
标准、明晰裁判规则。

最高法民三庭庭长林广海介绍，这些案例既涉及供水
服务等民生领域，也涵盖高新技术领域；既包括传统的侵害
商业秘密、滥用市场支配地位等不正当竞争、垄断行为，也回
应网络刷单、视频屏蔽广告等新类型不正当竞争行为的认定
问题。

在“爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案中，杭州龙魂公司、龙
境公司通过App对其购买的爱奇艺VIP账号进行分时出租，
被法院认定为构成不正当竞争，判令停止侵权并赔偿300万
元。本案明确了网络视频行业中新商业模式的合理边界，彰
显了人民法院促进网络平台有序发展、激发社会创新活力，打
造公平竞争市场环境的司法导向。

数推公司、谭某不正当竞争纠纷案是打击网络黑灰产业
的典型案例，明确了互联网经营者有偿提供虚假刷量服务的
行为违反诚实信用原则和商业道德，损害合法经营者、用户和
消费者的权益，扰乱正常竞争秩序，应纳入反不正当竞争法予
以规制。
“供水公司”滥用市场支配地位纠纷案中，广西永福县供

水公司在用户申请供水时实施捆绑交易行为，要求用户同时
购买水表及安装服务。法院认定其合同无效，判决返还用户
安装费并支付利息，赔偿经济损失及合理开支。该案为公用
企业规范经营提供了清晰明确的行为指引。

新华社北京9月27日电（记者 吴雨）
辛亥革命110周年银质纪念币27日正式发
行。该银质纪念币最大发行量20000枚，
为中华人民共和国法定货币。

中国人民银行日前发布公告显示，定
于2021年9月27日发行辛亥革命110周年
银质纪念币1枚。该银质纪念币正面图案
为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号；
背面图案为“天下为公”字样及辛亥革命武
昌起义纪念馆造型组合设计，并刊“辛亥革
命110周年纪念”“1911-2021”字样及面额。

据介绍，该银质纪念币含纯银30克，
直径40毫米，面额10元，成色99.9%，由中
国金币总公司总经销。 图片/新华社发

新华社北京9月27日电（记者 杨茹）神
舟十二号载人飞船返回舱开舱仪式27日在
京举行。载人航天工程部分参研单位、物品
搭载单位代表，共同见证搭载物品出舱。

27日下午，随着开舱指令下达，工作
人员打开返回舱门，陆续取出搭载物品。
中国载人航天工程办公室主任郝淳、中国
载人航天工程副总设计师杨利伟、西安卫

星测控中心副主任方旭来等在开舱现场进
行了搭载物品的移交。

郝淳介绍说，中国载人航天工程立项实施
至今，始终重视国际友好协作项目的开发，重视
服务国计民生、服务百姓生活。自神舟一号飞
行任务开始，在历次任务中都搭载了具有科研
价值或社会效益的公益项目，在服务带动科学
研究、农业发展、产业升级等方面发挥了积极作

用。此次神舟十二号载人飞船搭载了航天育
种、空间生物实验等项目十余个，还围绕庆祝中
国共产党成立100周年进行了有关搭载。

神舟十二号载人飞船于6月17日从酒泉
卫星发射中心发射升空，9月17日成功着陆
东风着陆场，在轨飞行期间开展了一系列空
间科学实验和技术试验，为后续空间站建造
运营奠定了更加坚实的基础。

神舟十二号载人飞船返回舱开舱仪式举行

辛亥革命110周年银质纪念币正式发行

辛亥革命110周年银质纪念币正面 辛亥革命110周年银质纪念币背面

据新华社成都9月27日电（记者 张海磊 康锦谦）记者
27日晚从四川省天全县喇叭河镇山洪泥石流灾害救援应急
指挥部获悉，截至当日19时，此次灾害中的17名失联人员已
找到10人，其中2人轻伤、1人未受伤、7人遇难，目前仍有7人
失联，救援仍在全力进行中。

9月26日凌晨，雅安市天全县喇叭河镇龙头沟处，因短时
强降雨引发灾害，造成锅浪跷水电站库区复建公路工程二标
段工地17人失联。

香港特区政府发布

首份营商环境报告

中国福利彩票
扶老·助残·救孤·济困
第2021260期3D开奖公告

720
天津投注总额：1405316元
奖等 天津中奖数 每注奖金

单选

组选六
314注
2002注

1500元
252元

福利彩票兑奖期限60个自然日

派奖奖金余额：573692元

中国福利彩票

18 0828 1410 11 22+23

第2021112期七乐彩开奖公告

奖池累计：1010233元
奖等 全国中奖数 每注奖金
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
七等奖

0注
3注

115注
478注
4219注
9383注
52766注

0元
48106元
2509元
200元
50元
10元
5元

全国投注总额：4300818元

四川天全县山洪泥石流灾害

已致7人失联7人死亡


