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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：NEW Grant; 資⾦調達の更新; BizRegの更新-4/30
 
 
2021年4⽉22⽇
 
 
親愛なる読者、
 
念のため、すべての⼈が16を超える年齢やサンでサンフランシスコ今ある受け取る資格COVID-19ワクチン
を。ワクチンは、パンデミックを終わらせるための最も重要な⽅法の1つです。研究によると、それらは⾮
常に効果的で安全です。あなたの健康、あなたの愛する⼈、そしてあなたのコミュニティを守るためにあな
たの番になったときにワクチンを接種してください。してください訪問SF.gov/がgetvaccinatedリンクを⾒つ
けるためにワクチンを受けたとするためのオプションについて学ぶために、スケジュールの予定にトン異な
るワクチン接種のサイトを。     
 
バイデン⼤統領は、すべての雇⽤主に対し、従業員がワクチン接種を受けるための有給休暇を提供するよう
求めています。T雇⽤者は完全な賃⾦を提供するために、彼は新しい有給休暇の税額控除は、コストを相殺
するには、従業員を取得するのに必要なオフ時間COVID-19ワクチン接種するか、ワクチン接種の後の影響か
ら回復します。新しい有給休暇税額控除の詳細については、以下を参照してください。
 
ここでは最新です中⼩企業のための発表やリソースが。いつものように、私たちはお⼿伝いします。ご質問
やご不明な点がございましたら、電話（415）554-6134またはメールsfosb@sfgov.orgまでお問い合わせくださ
い。oewd.org/covid19でリソースを頻繁に確認することをお勧めします。    
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
 
 
発表：
中⼩企業委員会会議– 2021年4⽉26⽇⽉曜⽇午後4時30分
サンフランシスコ中⼩企業に影響を与えるプログラムや法律について学ぶための定例会議にサンフランシス
コ中⼩企業委員会（SBC）に参加してください。⽉曜⽇の議題は次のとおりです。  
 

BOSファイルNo210285：計画、ビジネスおよび税法、警察コード-中⼩企業回復法。⽴法⽴法ダイジェ
スト
BOSファイル番号210303：管理コード-近隣アンカービジネスレジストリの作成。⽴法⽴法ダイジェス
ト 
レガシービジネスレジストリアプリケーションと解決策の承認。

1. ファンタクリーナーズ株式会社
2. Finnegans Wake
3. フラワークラフト
4. リヨン-マーティン地域保健サービス
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5. オールドシップサルーン
6. サンフランシスコベイタイムズ
7. ヤンキークリッパートラベル

決議番号003-2021-SBC、Ramaytush Ohlone LandAcknowledgementStatement 。
 
SFGovTVでライブ視聴：h�p：//sfgovtv.org/ch2live 
 
中⼩企業委員会に上記の問題に関するパブリックコメントを書⾯で提供するには、sbc @ sfgov.orgに送信す
るか、パブリックコメントのために会議に参加してください。   
パブリックコメントについては、415-655-0001に電話してください。アクセスコード：1877896882 。⾳声会議
で会議を聞くには、＃を2回押します。キューに⼊れる準備ができたら、* 3をダイヤルします。
 
中⼩企業の30⽇間の課題
誰がスモールビジネスの30⽇間チャレンジに挑戦する準備ができていますか？！5⽉のために、我々はSFの
奨励しようとするために住⺠を唯⼀の中⼩企業やレストランをひいきに。ブリード市⻑、スモールビジネス
委員会委員⻑のシャーキーラグアナ、サンフランシスコ市交通局の理事会ディレクター、スモールビジネス
オーナーのマニーイェクティエル、そして地元の中⼩企業を⽀援するこの挑戦に興奮している私たちの多く
に加わってください。
 
あなたが参加したい場合は、に⾏くsmallbiz30.comと誓約に署名挑戦を受け⼊れるようにします。Twi�erで@
smallbiz30をフォローして、最新情報を⼊⼿することもできます。あなたが出ているとすると近所の商業廊
下には約、ハッシュタグでお気に⼊りの中⼩企業での⾃分のポスト絵＃SmallBizChallenge 。地元の中⼩企業
の提案については、legacybusiness.orgとshopdine49.comにアクセスしてください。  
 
⼩規模雇⽤者のための有給休暇税額控除
2021年のアメリカ救助計画法（ARP）により、中⼩規模の雇⽤者、および特定の政府の雇⽤者は、COVID-19
による有給の病気や家族の休暇を従業員に提供する費⽤（休暇を含む）を払い戻す払い戻し可能な税額控除
を請求できます。 COVID-19ワクチン接種を受けたり回復したりするために従業員が服⽤します。⾃営業者は
同様の税額控除を受ける資格があります。昨⽇、IRSと財務省アンO UNCEDの詳細税額控除利⽤可能と提供フ
ァクトシートをSというペルの税額控除の対象と雇⽤者についてのいくつかの基本的な事実アウト。また、
これらの雇⽤主がCOVID-19ワクチン接種に関連して従業員に⽀払われた休暇のクレジットを請求する⽅法に
関する情報も提供します。
 
また、4⽉23⽇⾦曜⽇の午前9時PDTに、ホワイトハウスCOVID-19レスポンスチームのシニアアドバイザーで
あるReimagine Main Street、Andy Slavi�、およびビジネス組織のパートナーと⼀緒に、ワクチンと新しい有
給休暇税額控除について話し合うことができます。ここをクリックして登録してください。
 
今後の期⽇
2020-2021事業登録の更新–期限は4/30
2021年の事業登録期限は2020年5⽉31⽇から2021年4⽉30⽇まで延期されました。2019-2020年に発⾏された事
業登録証明書は現在2021年4⽉30⽇まで有効です。監督委員会と市⻑は最近、パンデミック事業税を提供する
法律を可決しました総収⼊が2500万ドル未満の特定のサンフランシスコ企業の救済。資格があるかどうかを
判断するには、事業登録を更新するか、4/30までに確定申告を⾏うことによって措置を講じる必要がありま
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す。このレリーフの詳細については、こちらをご覧ください。企業が利⽤できる追加の税⾦と⼿数料の軽減
については、こちらをご覧ください。
 
消費税–期限4/30
カリフォルニア州税務局（CDTFA）は、事業納税者の救済として、2020年12⽉15⽇から2021年4⽉30⽇までの

間に返済期限を延⻑しました。2020年12⽉、2020年の
第

4四半期、および元々2021年2⽉1⽇に期限が到来した
2020年の年間返品の売上税および使⽤税は、2021年4⽉30⽇までに期限が到来します。企業はアカウントにロ
グインして返品期限を確認することもできます。CDTFAの救済と申告書の延⻑の詳細については、こちらを
ご覧ください。
 
フォーム571-Lビジネス動産明細書の提出–5/7期限 
サンフランシスコの企業は、カリフォルニア州法により、事業⽤動産（設備、家具、コンピューターなど）
の取得費⽤と改善（借地権など）を特定する事業⽤不動産声明（フォーム571-L）を毎年提出する必要があり
ます。 /テナントの改善、貿易備品など）、在庫を除く、査定事務所へ。2021年以降、納税者は新しい電⼦
ファイルポータルを使⽤してステートメントを提出できます：571-L（ビジネス）、571-R（アパート）、571-
STR（短期賃貸）、および576-D（船舶）。事業主および船主は、h�ps：//online.sfassessor.org/にアクセス
し、2021年2⽉に査定局から送信された通知のエンティティIDとPINを使⽤して、アカウント/プロパティを登
録および追加できます。ご不明な点がある場合、www.sfassessor.orgで彼らのウェブサイトにアクセスする
か、askbpp @ sfgov.orgでそれらに電⼦メールを送ってください。  
 
DBIアナウンス
パブリックアドバイザリーフォーラム– 4/28
4⽉28⽇⽔曜⽇の午後3時30分から午後5時まで、建物検査局（DBI）が次の公開諮問フォーラムを主催しま
す。この四半期ごとの会議は、SF計画、消防署、公共事業、その他の機関の許可パートナーと連携してDBI
が主催し、顧客と利害関係者に、より良いサービスを提供する⽅法についてフィードバックとアイデアを提
供する機会を提供します。彼らは情報と更新を共有し、許可プロセスを合理化し、許可センターでの顧客体
験を改善するためのあなたのアイデアと提案を聞きたいと思います。クリックしてここに表⽰する公開諮問
フォーラムの議題を。
 
サンフランシスコ全電気新築条例-2021年6⽉1⽇発効
DBIとSF環境は、2021年6⽉1⽇に発効するサンフランシスコの全電気新築条例に関するプレゼンテーションに
あなたを招待します。新条例に関する次の説明会は、5⽉14⽇⾦曜⽇の午後12:00に⾏われます。45分の各ト
レーニングには以下が含まれます。

全電気新築条例の概要
私のmplementa�on⼿順（管理者会報112）
リソース：サポートとトレーニングを受ける場所
質問と回答

 
ここで登録します。
 
 
ウェビナー：
契約を理解する– 2021年4⽉27⽇⽕曜⽇午後5時
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契約とそのビジネスへの影響を理解するためのワークショップに、Start Small ThinkBigとSmallBusiness
Administra�on（SBA）およびSmall Business Majority（SBM）に参加してください。このワークショップでは、
契約の締結について説明します。⼀般的に含まれている定型⾔語を理解する。当事者の責任、役割、および
義務。契約の管理を成功させるための提案。時間の延⻑; 交渉テクニック; 競業避⽌義務および秘密保持条項
を理解して使⽤する⽅法。および契約の執⾏。ここをクリックして登録してください。
 
カリフォルニア中⼩企業COVID-19救済助成⾦の申請– 2021年4⽉28⽇⽔曜⽇午後1時
スモールビジネスマジョリティに参加して、CA Relief Grantを申請する際のステップバイステップガイドと、
カリフォルニア州の起業家が利⽤できるその他の資本リソースについて学びましょう。議論のトピックは次
のとおりです。

カリフォルニア中⼩企業COVID-19救済助成プログラムの概要
受給資格要件
アプリケーションの概要と必要な書類
質疑応答

 
こちらからこの無料のウェビナーに登録してください。
 
商業リースとSFモラトリアム-私たちはdnesday、2021年4⽉28⽇午後3時
サンフランシスコの中⼩企業の商業賃貸交渉と⼩作農⽴ち退きのモラトリアムを⽀援するウェビナーのため
に、起業家のための法務サービスに参加してください。ウェビナーは、地元の法律事務所のボランティア弁
護⼠によって提⽰されます。法的なビジネス問題に対する追加のサポートも共有されます。ここで登録しま
す。
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
⾳楽およびエンターテインメント会場回復基⾦– NEW
伯爵はIER今週、市⻑ロンドン・ブリードが発表された市のミュージックエンターテイメント会場リカバリ
ー・ファンド（「会場基⾦」）と交付申請ポータルがあるNOW OPEN 。会場基⾦は、COVID-19パンデミック
の圧⼒による恒久的な閉鎖を防ぐために、サンフランシスコを拠点とするライブ⾳楽およびエンターテイメ
ント会場に財政的⽀援を提供するために設⽴されました。
 
300万ドルが会場基⾦に割り当てられており、最初の助成⾦は、資⾦を受け取る資格のあるすべての会場に
同額の資⾦を⽀出します。助成⾦は、各会場で少なくとも10,000ドルになりますが、その⾦額は、プログラ
ムの対象となる会場の数によって異なります。
 
会場には、申請に興味でより多くを学ぶことができる助成⾦sfosb.org/ venuefund。申し込みの締め切りは、
2021年5⽉5⽇午後11時59分（太平洋夏時間）です。 
 
SF救済助成⾦–現在オープン中
ロンドンブリード市⻑は、COVID-19の結果として苦労している中⼩企業に即時の財政的救済を提供するため
に、追加の助成⾦とローンに資⾦を提供する法律に署名しました。1,090万ドルの助成プログラムは、連邦ま
たは市の資⾦をほとんどまたはまったく受け取っていない店頭の企業、州および地⽅の規制のために6か⽉
以上閉鎖を余儀なくされた企業、⽼舗企業、およびニーズの⾼い企業を⽀援することに焦点を当てます。近
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所。G暴⾔アプリケーションは、今開いているとSモール企業がオンラインで適⽤することができます
sf.gov/sf-relief-grants。 
 
コミュニティアンカー助成⾦
コミュニティアンカーは、2⼈以上の従業員を⽀援する事業を付与します。また、ビジネスは15年以上前の
ものであるか、ライブエンターテイメント会場または映画館であるか、⽂化地区にあるか、Neighborhoods
OpportunityNeighborhoodに投資している必要があります。詳細および申し込みについては、ここをクリック
してください。
 
エクイティグラント
株式助成⾦は、以上の助成⾦は$ 5,000他のプログラムからの融資で$ 20,000受けていない企業を⽀援します。
事業主の世帯は、地域の中央値収⼊に基づいて、極端に低い収⼊から中程度の収⼊として適格である必要が
あります。資格の詳細と申し込みについては、ここをクリックしてください。  
 
カリフォルニア中⼩企業COVID-19救済助成⾦–第6ラウンドは4/28に始まります
以前にニュースレターで共有したように、CAGo-BizとCAOffice of Small Business Advocateは、CA Small Business
COVID-19 ReliefGrantに新しいラウンドを追加しました。ラウンド6は、上で開始されます4⽉28⽇⾺を通じて4
Y 。以前のラウンドで助成⾦を受け取るように選択されなかった申請者は、⾃動的にラウンド6に移動するた
め、再申請する必要はありません。新規申請者は申請する必要があります。詳細については、
h�ps：//careliefgrant.com/をご覧ください。
 
SBAの更新
経済的傷害災害ローン–対象となるEIDLアドバンス–即時発効
SBAは、Targeted EIDL Advance申請を拒否された申請者が、この電⼦メールアドレス
TargetedAdvanceReevalua�on@sba.govに再評価の要求を送信できるようになったと発表しました。再評価を
要求する場合、申請者は次の指⽰に従う必要があります。

TargetedAdvanceReevalua�on@sba.govにメールを送信します
件名の使⽤「のための再評価要求を[あなたの10桁の出願番号挿⼊] 」
メールの本⽂には、アプリケーション番号、会社名、会社の住所、会社の所有者名、電話番号など、
アプリケーションの識別情報を含めてください
重要：可能な場合は、拒否の理由に対処する説明とドキュメントを含めてください。レビューを完了
するために追加の書類が必要な場合、SBAは申請者に連絡します。

 
シャッター会場演算⼦グラント（SVOG）-新U pdate
SBAは、技術チームとベンダーがまだSVOGアプリケーションポータルをテストしているため、今週の終わり
までにポータルを再開することを⽬指しています。正確な⽇付が確認されるとすぐに、彼らは事前に通知し
ます。また、彼らはさらに情報を明確にするために申請者のユーザーガイドやFAQを更新しているし、それ
らを掲載します、ここでアプリケーションポータル開⼝部の前に。申請者は、引き続きアプリケーションポ
ータルアカウントに登録できます。 
 
レストラン活性化基⾦–新しいアップデート
今週初め、SBAは、アプリケーションの要件、資格、および今後のレストラン活性化基⾦（RRF）のプログラ
ムガイドに関する重要な詳細を発表しました。  このプログラムは、パンデミック関連の収益損失に相当す

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/sf-relief-grants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/apply-community-anchor-storefront-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/information/adjusted-median-income-small-business-storefront-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/apply-small-business-storefront-equity-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/
mailto:TargetedAdvanceReevaluation@sba.gov
mailto:TargetedAdvanceReevaluation@sba.gov
mailto:TargetedAdvanceReevaluation@sba.gov
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/shuttered-venue-operators-grant
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/article/2021/apr/19/sba-announces-official-restaurant-revitalization-fund-application-guidelines


4/22/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/6

る資⾦を、ビジネスごとに最⼤1,000万ドル、物理的な場所ごとに500万ドル以下でレストランに提供しま
す。資⾦が2023年3⽉11⽇までに適格な⽤途に使⽤される限り、受領者は資⾦を返済する必要はありません。
適格な事業体にはレストランが含まれます。フードスタンド、フードトラック、フードカート。ケータリン
グ; バー、サルーン、ラウンジ、居酒屋。スナックバー; パン屋; ブリューパブ、テイスティングルーム、タ
ップルーム。醸造所と地ビール醸造所; とりわけワイナリーや蒸留所。
 
正式な発売⽇は未定です。あなたがあなたの材料を準備することができますrのポータル開⼝部の前にアプ
リケーションを表⽰することにより、サンプルアプリケーションを。アプリケーションの要件、資格、およ
びプログラムガイドの詳細については、英語（www.sba.gov/restaurants）またはスペイン語
（www.sba.gov/restaurantes）で⼊⼿できます。
 
ペイチェック保護プログラム（PPP ）– 2021年5⽉31⽇まで延⻑
最後の⽉、社⻑ジョー・バイデンは、給与保護プログラムを拡張し、法律に2021年のPPP延⻑法に署名した
ため2021年5⽉31⽇にさらに2ヶ⽉、その後、残っているプロセス・アプリケーションにSBAのための追加の30
⽇間の期間を設けます保留中。以前にPPPローンを受け取ったことがない場合は、First DrawPPPローンを利
⽤できます。以前にPPPローンを受け取ったことがある場合、特定の企業はセカンドドローPPPローンの対象
となります。詳細については、SBA.org / PPPにアクセスしてください。 
 
 
COVID-19関連の発表とリソースの最新情報を⼊⼿するには、h�ps：//sfosb.org/subscribe-small-business-e-
newsでe-newsにサインアップしてください。
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