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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：N EW資⾦アップデート。イエローティアウェビナーの準備
 
 
2021年4⽉2⽇9⽇
 
 
親愛なる読者、
 
サンフランシスコは現在オレンジティアにあります。Office of Economic and Workforce Development（OEWD）
は、サンフランシスコがイエローティアに移⾏した場合に何を期待するかについてのウェビナーを毎⽇開催
します。詳細については、以下をご覧ください。
 
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：
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年から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、事業⽤個⼈資産（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ステートメント（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
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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。  
 
第17回サンフランシスコスモールビジネスウィーク
5⽉3⽇から7⽇までのサンフランシスコスモールビジネスウィーク2021にご参加ください。第17回サンフラン
シスコスモールビジネスウィークは、サンフランシスコの強⼒で活気のあるスモールビジネスコミュニティ
を祝います。プログラミングは、中⼩企業の旅のあらゆる時点で、中⼩企業の所有者にとって意味のあるリ
ソースと情報に焦点を当てます。ネットワーキングの機会、ビジネス構築ワークショップ、刺激的なコンテ
ンツで満たされた1週間のイベントは、サンフランシスコに滞在し始め、ビジネスを成⻑させ、滞在してい
る起業家を教育し、⼒を与えるのに役⽴ちます。詳細については、⾦曜⽇のニュースレターをご覧くださ
い。しばらくお待ちください！
 
DBIが店頭サービスを拡⼤
DBIは発表⽇間店頭（OTC）計画の⾒直しのために個⼈的に計画の⾒直しのスタッフに会うために顧客を有効
にするには、対⾯サービスの拡⼤を。あなたは番⽬の質問がある場合は、ESEプロセスのESを、してくださ
い連絡先permitcenter@sfgov.org。  
 
計画が必要な市販プロジェクト
計画許可のあるOTCをすでに申請している申請者は、直接の会議と計画のレビューのために許可センターに
招待されます。Mは、詳細を鉱⽯と適格なプロジェクトのリストは、同社のウェブサイトに掲載されていま
す。申請者は、ウェブページの表に記載されている⽇付以降に、計画を受け取り、計画レビュースタッフと
直接会う必要があります。   
 
5⽉10⽇より、DBIはプラン申請者のいるすべてのOTCに対⾯サービスを拡⼤します。その時点で、顧客はレ
ビューとルーティングのためにOTC計画を破棄することはなくなりますが、発⾏を許可するために所有権を
維持し、申請者により迅速な処理とより多くの制御を提供します。
 
計画を必要としない市販のプロジェクト
このプロセスは同じままです。お客様は、⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前7時30分から午前9時30分まで49サウスバ
ンネスに⽴ち寄ることで、計画なしでOTC許可を申請できます。私たちは、先着順で35⼈の顧客を収容する
ことができます。各顧客は最⼤2つの許可を提出できます。 
 
消防署の審査のみが必要な許可
⽉曜⽇から⽊曜⽇の午前9時30分から午前11時30分まで、顧客は消防署の審査のみが必要な許可申請を取り下
げることができます。消防署のスタッフは、毎⽇25⼈の顧客を先着順で収容できます。各顧客は、1⽇あた
り最⼤2つの許可証を提出できます。店頭販売および⽕災のみの許可の詳細については、www.sfdbi.org /
otcpermitsにアクセスしてください。
 
労働者保護条例–発効4/26
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サンフランシスコ⾷料品店、ドラッグストア、レストラン、およびオンデマンド配信サービス労働者保護機
能令トンのOOKの効果4⽉26⽇、2021年の条例は、指定されたCOVIDを実装するために⾷料品店、ドラッグス
トア、レストラン、およびオンデマンド配信サービスを必要とします-19労働者への個⼈⽤保護具の提供を含
む、安全衛⽣対策。ビジネス要件の完全なリストと必要な職場の投稿をダウンロードするには、
www.sfgov.org / olse / worker-protec�ons-ordinanceにアクセスしてください。  
 
ワクチンと有給休暇の税額控除
サンでのLLの⼈々の年齢16と上フランシスコは今の受ける資格COVID-19ワクチンを。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。     
 
先週、⼤統領のバイデンのコールED上のすべての雇⽤者は、 予防接種を受けるために、従業員のために⽀払
った時間をオフに提供します。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。T彼はIRSと財務省は発表されたの詳細税額控除を利⽤できると提供ファク
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。
 
 
ウェビナー：
再開のベストプラクティス：イエローティアの準備– 2021年4⽉29⽇⽊曜⽇午後4時30分
サンフランシスコが州のガイドラインに基づいてイエローティアに移⾏したときに、最新の予想されるルー
ルの変更と許可されるアクティビティについて事前に通知するウェビナーにご参加ください。今すぐ出⽋確
認をして、このウェビナーに参加し、イベント中のライブQ＆Aに参加してください。参加者の定員に達した
場合は、Facebookページ（www.facebook.com / SFOEWD）でウェビナーのライブストリームを視聴できま
す。
 
R estaurant Revitaliza�on Fund（RRF）の概要– 2021年5⽉4⽇⽕曜⽇午後1時
サンフランシスコ中⼩企業開発センター（SF SBDC）に参加して、さまざまな政府プログラムの最新情報を⼊
⼿し、質問に答えてください。SBDC財務顧問、ジョンDeGaetanoは、次のように参加者と存在からのライブ
の質問にお答えします。
 

給与保護プログラム（PPP）の再開
経済的傷害災害ローン（EIDL）
CA救済助成⾦
リソースの更新

 
詳細および登録については、ここをクリックしてください。
 
LBEビジネスの認定：必要なことを学びましょう！– 2021年5⽉5⽇⽔曜⽇午前10時
サンフランシスコ契約監視部⾨（CMD）は、サンフランシスコ市および郡との契約について知っておく必要
のあるすべてのことを企業が学ぶのに役⽴つ無料のワークショップを提供しています。これらのワークショ
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ップは順番に受講する必要があり、⽉に1回提供されます。詳細およびlbecert@sfgov.orgへの出⽋確認につい
てはこちらをご覧ください。    
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
ミュージックエンターテイメント会場回復基⾦- N OW OPEN
最終週、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、助成⾦申請のポータルがある今オープン。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PDT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
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に投資する必要があります。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ラウンドがオープンしました
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、昨⽇4⽉28⽇⽔曜⽇の午前9時に開始さ
れ、5⽉4⽇⽕曜⽇の午後5時に終了します。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。
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SBAの更新
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）–現在オープン
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）アプリケーションポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術組織、
美術館、映画館の運営者、ライブ会場のプロモーター、舞台プロデューサー、才能の代表者が重要な経済的
救済を申請できるようになりました。SVOGプログラムは、162億ドル以上の助成⾦に充てられました。これ
らの資⾦のうち、少なくとも20億ドルは、最⼤50⼈のフルタイム従業員がいる適格なSVOGアプリケーション
のために予約されています。適格な申請者は、1回の助成⾦で最⼤1,000万ドルまで、総収⼊の45％に相当す
る助成⾦を受ける資格があります。SBAは、先⼊れ先出し法でSVOG申請を受け付け、申請を受け取ったとき
にそれぞれの優先期間に申請者を割り当てます。詳細および申請については、
h�ps：//www.svograntportal.sba.gov/s/にアクセスしてください。  
 
レストラン活性化基⾦–5/3にオープン
以前、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再⽣基⾦（RRF）のプログラムガイ
ドに関する重要な詳細を発表していました。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。   
 
今週初め、SBAは、2021年4⽉30⽇⾦曜⽇の午前9時EDTに登録を開始し、2021年5⽉3⽇⽉曜⽇の正午EDTにレス
トラン活性化基⾦の申し込みを開始すると発表しました。オンライン申請は、すべての資⾦が使い果たされ
るまで、適格な事業所に対して開かれたままになります。サンプルアプリケーションを表⽰することによ
り、ポータルを開く前にアプリケーションの資料を準備できます。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。     
 
給与保護プログラム（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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