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疫情快报

10月10日0时至24时

新增7例本土阳性感染者均为管控人员

本报讯（记者 徐杨）从市疫情防控指挥部获悉，2022年10月
10日0时至24时，我市疾控部门报告新增7例本土新冠病毒核
酸检测阳性感染者，均为无症状感染者，均为管控人员。其中，3
例为外省来返津人员，4例为市内人员。
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本报讯（记者 张璐）记者昨日从市住
房公积金管理中心获悉，根据中国人民银
行《关于下调首套个人住房公积金贷款利
率的通知》，2022年10月1日起，天津下调
首套个人住房公积金贷款利率。以一笔60
万元、期限30年的首套公积金贷款计算，
按照等额本息还款方式计算，不考虑提前
还款等因素，执行新贷款利率后，贷款期间

可为职工节省利息支出1.8万元，每年可减
少还款额590元。符合条件的公积金贷款
届时自动调整利率，无需职工操作。

根据新政，2022年10月1日以后发放
的首套公积金贷款执行新利率。2022年
10月1日（含当日）以后发放（发放日期以
贷款借据日期为准，下同）的首套个人住
房公积金贷款，5年期以下（含5年）利率

调整为2.6%，5年期以上利率调整为3.1%；
第二套个人住房公积金贷款利率保持不
变，即5年期以下（含5年）和5年以上利率
分别为3.025%和3.575%。

2022年10月1日以前发放的1年期以
上首套公积金贷款自2023年1月1日起执
行新利率。2022年10月1日以前发放的1
年期以上个人住房公积金贷款，执行首套

个人住房公积金贷款利率的，即5年期以下
（含5年）为2.75%和5年期以上为3.25%，自
2023年1月1日起分别调整为2.6%和3.1%；
执行第二套个人住房公积金贷款利率的，即
5年期以下（含5年）为3.025%和5年期以上
为3.575%，保持不变。贷款期限在1年期以
内（含1年）的个人住房公积金贷款，实行合
同利率，贷款期间利率不作调整。

我市首套个人住房公积金贷款利率下调
5年期以下（含5年）利率调整为2.6% 5年期以上利率调整为3.1%

天津市环保督察整改落实信访举报电话和投诉信箱

专门值班电话：022—83635046

举报电话受理时间：工作日8:30—12:00，13:00—17:30

专门邮政信箱：天津市第89号邮政专用信箱

本报讯 截至2022年10月11日，我市生
态环境保护督察工作领导小组办公室共转
办群众信访举报件14586件，其中：滨海新区
2671件，和平区427件，河东区844件，河西区
835件，南开区961件，河北区658件，红桥区
347件，东丽区749件，西青区884件，津南区
941件，北辰区1048件，武清区871件，宝坻区
948件，宁河区640件，静海区977件，蓟州区
730件，海河教育园区36件，市水务局7件，市
城市管理委6件，市交通运输委2件，市国资
委1件，市生态环境局3件。群众信访举报具
体问题调查核实及处理整改情况详见《天津
日报》《今晚报》和天津广播的新媒体、北方
网、天津市政务网和各区政府网站。

市环保突出问题边督边改公开信息

本报讯（记者 张帆）在“你好，天津”网络
短视频大赛第三个季赛的入围作品中，网友
刘冰的作品《打卡意大利风情区》展现了意式
风情区现代时尚与百年建筑的完美融合。

在刘冰看来，一条街，可以是历史的遗
蜕，可以是记忆的缩影，更可以浪漫一座城

市。他在意风区附近工
作，休息和下班经常穿过
意风区，所以就常拍一
些视频，“希望通过大赛，
让更多人感受意风区的
魅力。”

漫步意风区感受城市魅力

“你好，天津”优秀作品推介

本报讯（记者 徐杨）昨日从市疫情防控指挥部获悉，目前疫
情形势严峻复杂，为科学精准严防疫情反弹，来返津人员要严格
执行各项防疫政策，提前做好行程规划，并主动向社区、单位或
住宿宾馆等报备。

来返津人员需持48小时内核酸阴性证明和“健康码”绿码，
抵津后原则上应在设有核酸采样点的机场、火车站、长途客运
站、高速路口等进行“落地检”，最晚应于“抵津后6小时内”进行
一次核酸检测，严格落实“七天三不”防疫要求，即7日内不聚餐、
不聚会、不前往人员密集场所，并做好健康监测，出现发热、干咳
等症状及时主动向社区、单位或住宿宾馆报告，按规定就医。

与官方公布的病例活动轨迹有交集人员、风险地区来返津人
员，接到电话、短信、“健康码”黄码或红码提示风险人员，请务必立
即主动向社区、单位、住宿宾馆等报告。因瞒报、虚报或未按规定
落实防控措施引发疫情传播风险或其他严重后果的，要承担相应
法律责任。单位、部门要切实履行好监督管理、健康宣教等责任。

本报讯（记者 徐杨）常态化疫情防控阶段，网购如何做好自
身防范，降低新冠病毒感染风险？市疾控中心专家昨日提醒市
民，收取快递时要特别注意四点，包括尽量减少与快递人员或其
他人员接触、处理完快递后做好手部消毒等。

市民收取快递时，第一要做到先防护后收件，正确佩戴口罩
和一次性手套，避免直接接触；提倡无接触取件，避免人员聚集和
人跟人之间直接对接，如需当面签收要保持一米社交距离。第二
要做到先消毒再使用，尽量就地拆封，外包装不要带回家；拆件时
先用含氯消毒剂或75%酒精对外、内包装进行消毒，注意酒精不
能采用喷洒方式，含氯消毒剂需要作用30分钟才能起到消毒效
果。第三要做到拆件后洗手，取件拆件过程中避免用手触碰口、
眼、鼻等黏膜部位；取完快递摘下手套认真洗手，可用手消毒剂或
75%酒精消毒剂消毒双手。第四要注意对货物消毒，可使用不损
伤货物本身的消毒剂，或采用热力、晾晒等方式消毒。

专家同时提醒快递从业人员，上岗前要检查个人防护用品并
测量体温，出现异常报告单位并及时就医。尽量采用非接触式智
能快件箱、信报箱完成收发。工作期间全程佩戴医用外科口罩或
以上级别口罩并及时更换。乘坐厢式电梯时佩戴口罩并注意与
他人保持安全距离。患有呼吸道疾病期间尽量减少外出。

本报讯（记者 陈璠）近日，国内首个
ICT（信息和通信技术）行业“零碳工厂”标
准——《零碳工厂评价通用规范》团体标
准正式发布。作为科技制造龙头企业，联
想集团全程参与该标准起草与制定，联想
集团（天津）智慧创新服务产业园（以下简
称“联想创新产业园”）成功完成试点验
证，为打造科学可复制的“零碳制造”智能
解决方案提供了有力支撑。
“零碳工厂”是指坚持节约优先、采用

系统有序的方式落实降碳减排，推进过程

中的技术性碳中和、碳抵消、责任延伸等措
施可实现综合为零的碳排放工厂。与此前
已发布的标准比，《零碳工厂评价通用规
范》团体标准规定了评价的基本原则、要
求、方法和程序，具有国际接轨性、与绿色
工厂评价标准既有区别又能有效衔接、综
合考量企业减碳质量三大突出特点。

前不久，联想集团首个从零打造的
“零碳工厂”——联想创新产业园在天津
港保税区投产。该产业园以“绿色零碳、
数智引领、灯塔工厂”为核心定位，在生

产制造环节沿用并升级联想集团独创的智
能排产、低温锡膏工艺、深冷制氮项目、温
水水冷技术助力节能，实现多个场景的数
字化管理。依托此次发布的标准，联想创
新产业园进行试点验证，建立了生产全流
程碳排放跟踪、可再生能源使用、低能耗基
础设施、数字化信息平台协同、碳中和绩效
管理“五位一体”的零碳建设框架，助力产
业园实现“碳管理—碳减排—碳抵消—碳
中和—责任延伸—持续改进”的零碳工厂
目标。

来返津要落实“双报备”“落地检”

疾控专家：收取快递注意四点

国内首个ICT行业“零碳工厂”标准发布
联想创新产业园通过试点验证

�日前，河东区博山道（祁连路—卫国
道）与月牙河北路道路整修完工。打通“卡

口路”的同时，122面精神文明建设文化墙扮

靓出行环境。 本报记者 吴迪 摄

本报讯（记者 宋德松）根据当前疫情防
控形势，明起我市恢复实施机动车尾号限行
及外埠、区域号牌小客车高峰限行措施。

依据《天津市公安局关于继续实施机动
车限行交通管理措施的通告》，自2022年10
月13日至2023年1月1日，星期一至星期五
限行机动车号牌尾号分别为1和6、2和7、3
和8、4和9、5和0（机动车号牌尾号为英文字
母的按0号管理）。

明起恢复机动车尾号限行


