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6月7日18时至6月8日18时

我市无新增境外输入确诊病例
无新增境外输入无症状感染者

本报讯（记者徐杨）记者从市疾控中心
获悉，6月7日18时至6月8日18时，我市无
新增本土新冠肺炎确诊病例，累计报告本土

确诊病例147例，其中男性82例，女性65例；治愈出院144例，病亡3例。
6月7日18时至6月8日18时，我市无新增境外输入新冠

肺炎确诊病例，累计报告境外输入确诊病例248例（中国籍222
例、菲律宾籍8例、美国籍4例、乌克兰籍3例、法国籍2例、委内
瑞拉籍2例、波兰籍2例、乌兹别克斯坦籍1例、俄罗斯籍1例、
哈萨克斯坦籍1例、立陶宛籍1例、日本籍1例），治愈出院241
例，在院7例（轻型2例、普通型5例）。

6月7日18时至6月8日18时，我市无新增无症状感染者，
累计报告无症状感染者226例（境外输入221例），尚在医学观察
5例（均为境外输入）、解除医学观察189例、转为确诊病例32例。

截至6月8日18时，全市无现存疑似病例，累计排查密切接
触者13072人，尚有218人正在接受医学观察。

守护“蓝色国土”保护海洋生态
——“世界海洋日”本报记者沿海采访见闻

本报讯（记者 陈璠）昨天，是第13个
“世界海洋日”和第14个“全国海洋宣传
日”，今年活动主题是“保护海洋生物多样
性人与自然和谐共生”。记者采访市规划
资源局海洋日主题活动来到渤海湾，参加
渔业资源增殖放流活动，登上海监船，感受
海监维权力量，记录下我市在海岸线保护
利用、海洋经济发展、渤海综合治理等方面
的最新进展成效。

给海洋送去“新朋友”
昨天早上9时30分，记者来到滨海新

区南港工业区南港码头，跟随工作人员登上
承担此次增殖放流任务的海巡02003船。
海巡船向东缓缓驶入渤海湾，经过半个多小
时航行，到达预定海域。10时40分左右，放
流活动开始。“一、二、三，放！”随着一声令
下，一袋袋混合在稻壳和冰块中的螃蟹苗和
对虾苗被分批投入海中，溅起层层浪花，一
只只小虾、小蟹自由畅快游进大海。
“这次投放的虾苗、蟹苗都是滨海新区

自己培育的优良品种，成活率比较高，有利
于增加渤海湾水生生物族群数量，恢复生物
多样性。现在已经进入休渔期，这些虾蟹苗
经过三个月生长后，到今年休渔期结束就可
以捕捞了。”现场工作人员告诉记者。
据了解，此次增殖放流活动共向渤海

湾投放了中国对虾5000万尾、梭子蟹175
公斤。“这是南港工业区举办的第4次渔业

资源增殖放流活动。近年来，南港工业区持
续开展生态修复，高标准编制生态评估和生
态修复方案。”泰达南港集团党委副书记、总
经理张立津告诉记者，“此次增殖放流活动，
是落实生态修复的重要组成部分，也是在科
学评价和管理的基础上逐步恢复海洋渔业资

源，促进海洋经济绿色可持续发展。”

“红领巾”登上海监船
告别南港码头，沿着海岸线一路向北，驱

车50多公里，记者来到渤海监测监视基地。
下午2时，20名来自生态城南开小学刚

刚入队的少先队员在天津市海监总队队员引
导下，登上中国海监3015船，参加“海监船开
放日——红领巾心向党主题日”活动。
“中国海监3015船是我国首艘交付使用

的省级最大吨位的维权执法专用海监船。”参
观中，海监队员向少先队员们介绍了船上卫
星通讯、远程水炮等装备设施，讲述了日常开
展海洋行政执法、维护国家海洋主权的故
事。身长近90米、设计排水量1750吨的中
国海监3015船于2014年交付，当年10月赴
南海圆满完成了国家维权执法巡航任务。
“通过组织这次面向少先队员的主题日

活动，我们希望充分发挥海洋科普和爱国主
义教育基地平台作用，创新载体开展党史学
习教育，擦亮海监总队青年文明号品牌。”天
津市海监总队团支部书记王敏说。

市规划资源局相关负责人表示，近年来，
我市坚持渤海治污与岸线治理相结合，打造
“水清、岸绿、滩净、湾美、物丰”的美丽海湾，
我市出台了蓝色海湾整治修复规划，将全部
岸线纳入生态红线，实施严格的围填海管控
措施，启动岸线和滨海湿地整治、修复项目。
2020年天津近岸海域优良水质比例达到
70.4%。如今，天津的海岸线遍布亲海公园、
临海湿地、人工沙滩，既有临海之名，又有亲
海之实，实现了人与海洋和谐共生。

图为“中国海监3015”船海监队员向少
先队员们介绍船上卫星通讯、远程水炮等装
备设施。 钱进潘立峰通讯员焦捷摄

“国际档案日”市档案馆举行活动

今日全天对社会公众开放
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本报讯（记者 岳付玉 通讯员 孙晓斌
徐盛）记者从天津市税务局获悉，目前，我市
打通了外省市纳税人跨区域办理涉税事项
的“最后一公里”难题：到我市临时从事生产
建筑安装经营活动的外省市纳税人，只要登
录天津市电子税务局相应模块，填写电子表
单，上传相关资料，就可实现跨区域涉税事
项报告的开具、预缴、申报、报验、核销等业
务。这种全程网上办理跨区域涉税事项模

式，在全国税务系统中处于领先地位。
市税务局为解决外省市纳税人实地签订税

库银三方协议的手续繁琐、税款缴纳方式单一等
问题，拓展多元化缴纳税费方式，将后台系统多
业务管理模块进行整合，构建了以数据赋能、以
制度支撑、以业务整合为目标的跨区域涉税事项
网上办理的操作系统。纳税人只要通过电子税
务局即可签订三方协议，生效后通过网上无卡支
付或银联缴税等多种渠道，实现实时缴纳税款。

本报讯（记者姜凝）昨天从市教育招生考
试院获悉，天津市2021年统一高考语文、数
学、外语三门科目考试已顺利结束，考试征途
已过半。各职能部门通力协作，保驾护航，各
考区充分准备、严格管理，家长考生们共同努
力，考试平稳安全，考场秩序井然。

今明两天，我市将举行物理、思想政治、
化学、历史、生物学、地理共6门科目的普通高
中学业水平等级性考试，市高招办提醒广大
考生：注意考试时间的变化，与普通高考首日
开考时间9时不同，普通高中学业水平等级性
考试上午首场科目考试时间为8:30，第二场
科目考试时间为11:00，考生们要注意调整
赴考时间安排；关注考场座位号的变化，由于
每个考生选考科目不同，所以要再次关注自

己的准考证，注意确认自己各科考试的考场，以
免进错考场，耽误考试。

今明两天还考6科注意考试时间变化

昨天高考学子走出考场。 本报记者谷岳摄

本报讯（记者 孟若冰）今天是第14个国际档案日，市档案
馆全天对社会公众开放，欢迎市民走进档案馆、走近档案。市民
可持本人有效证件直接到市档案馆门口换票后进馆参观。

开放日活动旨在让市民通过参观“城市记忆展”、名人档案
库、档案抢救修复基地和政府信息公开查询服务中心，多形式、多
角度地认识档案、了解档案。同时，市档案馆还向到馆参观市民
限量免费发放《为“中央一号机密”而献身的陈为人》《中国精神》、
《中华人民共和国档案法》小红漫画、《档案魔方——装在口袋里
的历史》等档案宣传资料，传播档案知识，增加社会公众参与度。

又讯（记者孟若冰）在“国际档案日”到来之际，一场别开生
面的档案思政“微党课”在北辰区宜兴埠第一小学开讲。

现场，北辰区档案馆讲解员结合馆藏资源，为孩子们讲述了
杨连弟烈士的英雄事迹与家书故事，让孩子们在读家书中感悟
共产党人的初心使命，解密红色基因。

为更好利用档案资源，传承红色精神，北辰区档案局专门开
发了以北辰区革命先驱、英雄模范、文化体育名人、重点工程为
题材的15分钟“微党课”，讲述北辰历史。

赵明义同志逝世

本报讯中共河北区委原常委、天津市公

安局河北分局原分局长赵明义同志，因病于
2021年5月25日1时逝世，终年76岁。

赵明义同志遗体已于5月28日在天津市
第一殡仪馆火化。

疫情快报

我市实现跨区域涉税事项网上办


