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据新华社北京8月17日电 根据《国家
防汛抗旱应急预案》及有关规定，国家防总

决定于8月17日19时针对北京、天津、河北、
山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃等省

份启动防汛四级应急响应。
据气象部门预测，8月17日至19日，西

北地区东部、华北、东北地区、黄淮等地将自
西向东出现明显降雨天气，强降雨区与13日
至15日过程高度重叠。甘肃东部、内蒙古河
套地区、山西北部、河北中北部、北京、天津、
辽宁南部、黑龙江西部等地的部分地区有大
到暴雨，局地有大暴雨。

据新华社北京8月17日电 水利部副部
长刘伟平17日表示，长江流域水库群抗旱保
供水联合调度专项行动自8月16日12时起
实施，调度上中游水库群，加大出库流量为
下游补水，计划补水14.8亿立方米。

刘伟平在水利部长江流域抗旱保供水保
秋粮丰收有关情况新闻发布会上说，当前，长
江流域水稻等秋粮作物正处于灌溉需水关键
期，为遏制长江中下游干流水位快速下降趋
势，确保沿线灌区和城镇取水，水利部决定实
施专项行动，调度以三峡水库为核心的长江
上游梯级水库群，洞庭湖湘、资、沅、澧“四水”
水库群，鄱阳湖赣、抚、信、饶、修“五河”水库
群，加大出库流量为下游补水。
“8月以来，水利部门已调度长江流域控

制性水库群向中下游地区补水 53亿立方
米。”刘伟平说，目前，长江流域大中型水库
蓄水情况总体较好，蓄水量较去年同期仅偏
少一成。受旱省市蓄水量较常年同期总体
持平。

水利部统计显示，四川、重庆、湖北、湖
南、江西、安徽6省市耕地受旱面积1232万亩，
83万人、16万头大牲畜因旱供水受到影响。

在保障农村供水安全方面，刘伟平表
示，全面摸排旱区农村供水情况，对以山泉、
溪沟、塘坝、浅井等为供水水源的小型供水
工程，编制应急供水预案，分区分类明确应
对措施，千方百计确保群众饮水安全。

据预测，长江流域未来一周仍将维持高
温少雨，8月份降雨、来水也总体偏少，旱情
可能持续发展。

长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动

计划为下游补水14.8亿立方米

▲江西省庐山市沙湖山
管理处长湖管理站一处龟裂

的稻田。

�8月17日拍摄的三峡
大坝。 新华社发

综合新华社电 市场监管总局在全国开
展为期2个月的商品过度包装集中整治，重
点整治高价月饼以及酒楼、饭店定制或以文
创等名义开发的高端礼品。

市场监管总局近日印发关于集中整治
商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问
题的通知。通知要求，一是加强过度包装抽
查检验，重点对月饼生产销售企业执行限制
包装新国标情况、在售月饼食品安全情况进
行抽查。二是畅通举报渠道，充分挖掘线上

线下各类线索，从严查处过度包装违法行
为。三是加强线上线下一体化监管，从食品
安全、价格、包装、广告宣传等方面规范市场
主体经营行为；组织开展网络交易监测，实
施过度包装商品网络禁限售目录，督促电商
平台压实主体责任。四是持续曝光典型案
件，将过度包装行为的行政处罚文书录入国
家企业信用信息公示系统，依法依规公开。

市场监管总局16日发布《盲盒经营活动
规范指引（试行）（征求意见稿）》，向社会公

开征求意见。
与普通商品相比，盲盒具有很强的信息不

对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选
购，容易被商家夸大商品价值、虚构中奖概率
等虚假宣传所误导。对此，征求意见稿提出，盲
盒经营者应将商品名称、种类、样式、抽取规则、
投放数量、隐藏款抽取概率等关键信息以显著
方式对外公示，保证消费者在购买前知晓。盲
盒经营者不得通过后台操纵改变抽取结果、随
意调整抽取概率等方式变相诱导消费。

据新华社海口8月17日电 记者17日从
海南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上
获悉，为降低社会面感染风险，海南正不断加
强隔离点和方舱医院建设工作，已启用隔离
房间26103间，已建成方舱床位21003张。

8月1日0时至8月16日24时，海南本轮
疫情累计报告阳性感染者11755例，其中确
诊病例5298例，无症状感染者6457例。

16日，首批3024名搭乘轮渡滞留旅客在
海口新海港顺利离岛返程。

海南启用隔离房间2.6万余间

建成方舱床位2.1万余张

市场监管总局集中整治“天价”月饼、蟹卡蟹券等问题 针对盲盒监管空白发布征求意见稿

从严查处过度包装违法行为 盲盒销售不得暗箱操作

据新华社北京8月17日电 记者17日从工信部获悉，
工信部、财政部近日联合印发通知，部署开展财政支持中小
企业数字化转型试点工作，提出从2022年到2025年，中央
财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，
提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小
型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产
品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕
100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000
至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。

据新华社北京8月17日电 近日，国务院办公厅印发
《关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》
（以下简称《意见》），就进一步规范行政裁量权基准制定和
管理工作有关事项提出明确要求。
《意见》明确，要严格履行行政裁量权基准制定职责，严

格规范行政裁量权基准制定权限。行政机关可以根据工作
需要依法制定行政裁量权基准。要准确规定行政裁量权基
准内容，推动行政处罚裁量适当、行政许可便捷高效、行政
征收征用公平合理，规范行政确认、行政给付、行政强制和
行政检查行为。要严格行政裁量权基准制定程序，加强制
发程序管理，健全工作机制，根据行政裁量权的类型确定行
政裁量权基准的发布形式。充分研究论证，确保行政执法
适用的具体标准科学合理、管用好用。
《意见》提出，要规范适用行政裁量权基准，发现适用的

行政裁量权基准可能出现明显不当、显失公平，或者行政裁
量权基准适用的客观情况发生变化的，要严格按照规定调
整适用。要加强行政裁量权基准管理，强化日常监督管理，
加强对行政裁量权基准制度执行情况的监督检查，建立行
政裁量权基准动态调整机制。大力推进技术应用，将行政
裁量权基准内容嵌入行政执法信息系统，为行政执法人员
提供精准指引，有效规范行政裁量权行使。各地区各部门
要高度重视行政裁量权基准制定和管理工作，加强统筹协
调，明确任务分工，强化宣传培训，抓好贯彻落实。

国办印发《意见》

规范行政裁量权基准制定管理

中央财政计划分三批支持地方中小企业

打造一批数字化转型“小灯塔”

据新华社北京8月17日电 记者17日从教育部获悉，《教
育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施
意见》近日印发，要求自2025年秋季起，高等学历继续教育不再
使用“函授”“业余”的名称，统一为“非脱产”，主办高校可根据专
业特点和学生需求等，灵活采取线上线下相结合形式教学。

高等学历继续教育

2025年秋季不再使用“函授”名称

据气象部门预测 京津冀等省份有大到暴雨

国家防总启动防汛四级应急响应


