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2020年9⽉14⽇
 
読者各位
 
数か⽉間閉鎖された後、⼀部の企業は今⽇でも屋内で営業を再開できます。安全な再開をサポートするため
に、中⼩企業は、参加している最寄りのコミュニティベースの組織を通じて、⼿指消毒剤、サージカルマス
ク、フェイスシールドの30⽇間の供給を要求できます。プログラムの詳細と提供状況については、こちらを
ご覧ください。
 
本⽇の新しいお知らせと更新については、以下をご覧ください。以前のニュースレターを⾒逃した場合は、
こちらからご覧いただけます。企業は、oewd.org / covid19で新しい情報を確認することをお勧めします。い
つものように、私たちはあなたを助けるためにここにいます。ご不明な点がございましたら、sfosb @
sfgov.orgまでお問い合わせください。   
 
発表：
シェルターインプレイスヘルスオーダー番号C19-07iを更新
この新しい注⽂により、以前のシェルターが配置された順序で更新、変更、および置き換えられ、特定のビ
ジネスおよび活動の再開が安全になるまで⼀時的に禁⽌され続けます。国家がが開発した独⾃のロードマッ
プを再開するために、郡は、より慎重に状態より移動したそうなぜなら、サンフランシスコの密度およびロ
ーカル健康状態のことができます。限り
郡は、ウイルス感染を抑制する⽅法と健康に基づくリスクの考慮をサポートする⽅法で進歩を遂げ、保健担
当官は段階的な段階的なプロセスの下で追加のビジネスやその他の活動を許可し、より安全な経済回復を提
供します。
 
⼈々が都市について移動を開始し、増加活動、Bのusinessesは、すべての⼈がすぐに警告することを要求し
なければならない事業を、彼らは、症状の発症前または後48時間以内にCOVID-19陽性テストし、48時間以内
に職場に存在した場合テストされた⽇付。企業は、⼈事の間で正COVID-19ケースの後に何をすべきかについ
ての詳細を学ぶことができますwww.sfcdcp.org/covid19-posi�ve-workplace。場合のB usinessは、2週間の期間
内にCOVID-19のための3つ以上の⼈事テスト正を持って、その後、Bのusinessは628-217-6100で、公衆衛⽣の
サンフランシスコ部⾨を呼び出すために必要な、私はmmediatelyクラスタを報告しますケースの。企業はま
た、要求された情報の提供を含め、郡によるすべてのケース調査および連絡先追跡⼿段を遵守する必要があ
ります。
 
付録A –改訂された社会的離隔プロトコル
サンフランシスコでの営業が許可されている各企業は、この社会的分散プロトコル（SDP）チェックリスト
を完了し、オンサイトで投稿し、それに従う必要があります。SDPチェックリストの古いバージョンを使⽤
しているすべてのビジネスは、この新しいバージョンを使⽤してSDPを改訂および更新する必要がありま
す。私nstruc�ons D Rのequirements詳細編何している必要とする⽅法は、第完了するために電⼦のチェック
リストを。
 
付録C-1 –営業が許可されているその他の事業
記載されている「その他の事業」は、注⽂書に記載されている要件、および記載されている追加要件、また
は保健担当官による個別の業界固有のガイダンスに従って動作する場合があります。以下のセクションが改
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訂または追加されました。
重要でないビジネスのためのオフィス–改訂（18ページ）
オープンエアボートオペレーター–改訂（20〜21ページ）
パーソナルサービスプロバイダー–改訂（24〜25ページ）
ジムとフィットネスセンター–改訂（25〜26ページ）
屋内博物館、⽔族館、動物園–追加（26〜28ページ）
アウトドアファミリーエンターテインメントセンター–追加（29〜30ページ）
Ope n Airツアーバスオペレーター–追加（30〜31ページ）
観光のための宿泊施設–追加（ページ32）

 
付録C-2 –再開が許可されている追加のアクティビティ
記載されている「許可されている追加のアクティビティ」は、注⽂書に記載されている要件、および記載さ
れている追加要件、または保健担当官による個別のガイダンスに従って再開される場合があります。以下の
セクションが改訂または追加されました。

⼩さな屋外の集まり–改訂（ページ5-6）
ドライブインギャザリング–追加（8ページ）
宗教活動–追加（8-10ページ）
政治活動–追加（10〜11ページ）

 
新規または改訂されたディレクティブ
次の指令が新たに追加または改訂され、健康管理規則への準拠⽅法に関する法的拘束⼒のある指⽰が提供さ
れます。命令と指令には、コンプライアンスを促進するための提案とフレームワークを提供するガイダンス
が付属する場合もあります。
 
屋内パーソナルサービス（指令2020-30）
この指令は、屋内パーソナルサービスを提供するすべての事業のすべての所有者、オペレーター、マネージ
ャー、監督者に適⽤されます。 
 

この指令の付録Aは、パーソナルサービスプロバイダーに適⽤されるベストプラクティスのリストで
す。各Personal Service Provideは、ベストプラクティスに記載されているすべての関連要件に準拠す
る必要があります。

要件A LL パーソナルサービス・プロバイダのR sのヘアーサロンと美容師、ネイルサロン、ボ
ディーアートの専⾨家、スキンケア、マッサージ、美容、および⽇焼けサロンなど、および
他の⾮接触個⼈的なサービスを。（4-8ページ）
店先や他の建物に顧客を迎えるパーソナルサービスを提供する施設の追加要件。（8-10ペー
ジ）
洗髪とカット、スタイリング、ブローアウト、ひげのグルーミング、編み込み、ウェーブ/⼈
⼯⽑の統合など、顔や頭の髪を扱うヘアおよび理容サービスプロバイダーに固有の追加要
件。（11ページ）
エステティシャン、スキンケア、および美容サービスに固有の追加要件。（11ページ）
電気サービスに固有の追加要件。（12ページ）
ネイルサロンに固有の追加要件。（12-13ページ）
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ピアス、タトゥー、その他の⾝体改造を⾏うボディーアートサービスプロバイダーに固有の
追加要件。（13ページ）
⾮ヘルスケア環境でのマッサージサービスに固有の追加要件。（13-14ページ）

付録B は、安全衛⽣計画（HSP）です。各屋内パーソナルサービス提供は、完了し、オンサイトに投
稿し、このHSPに従う必要があります。
付録Cは、屋内パーソナルサービスのガイダンスおよびヒントシートです。すべての屋内パーソナル
サービスは、クライアントがフェイスカバーを外す必要があるサービスを除き、提供されます。

 
屋内ジムとフィットネス（指令2020-31）
この指令は、屋内ジムまたはフィットネスセンターのすべての所有者、オペレーター、マネージャーに適⽤
されます。
 

この指令の別紙Aは、制限付きで営業が変更されている屋内ジムおよびフィットネスセンターのガイ
ダンスです。

ジムとフィットネスセンターは、確⽴された占有規則に基づいて、そのジムまたはフィット
ネスセンター（⼈員を含む）の最⼤10％の容量まで開くことができます。
運動は呼気の速度と強度を⾼めます。これによりウイルス感染のリスクが⾼まるため、呼吸
数または強度を⾼める⾝体活動を⾏っている⼈の周りに少なくとも12フィートの距離を保つ
必要があります。特にあなたやあなたの周りの⼈々が激しい呼吸をしている場合、距離が⼤
きいほど安全です。
職員と常連客は、呼吸数または強度を⾼める運動をしていない⼈から常に少なくとも6フィー
トの距離を維持する必要があります。
通常の呼吸の強さで⽔分補給している間を除いて、フェイスカバーは常に必須です。
⾼度な消毒および衛⽣⼿順により、スペースを清潔に保ちます。
18歳未満は許可されません。

別紙Bは、安全衛⽣計画（HSP）です。各屋内ジムまたはフィットネスセンターは、完了し、オンサ
イトに投稿し、このHSPに従う必要があります。
健康診断フォームは、場所やビジネスに⼊る前に、⾮個⼈（クライアント、訪問者など）をスクリー
ニングする⼈が使⽤するためのものです。

 
宿泊施設-ホテル、モーテル、AirBnBなど（指令2020-29）
この指令は、サンフランシスコの宿泊施設のすべての所有者、運営者、管理者、監督者に適⽤されます。⼀
般のメンバーは、ホテル、モーテル、⾃動⾞裁判所、B＆Bを含むがこれらに限定されません。 、イン、キャ
ビン、コテージ、ホステル、及び宿泊施設休暇や短期のために提供- （⼀度に30未満の夜連続すなわちレン
タル）⻑期レンタルのオンラインサービスを通じて所有者によります。
 

この指令の別紙Aは、サンフランシスコで運営される宿泊施設のベストプラクティスであり、各要件
に準拠する必要があります。（5-11ページ）

短期レンタルの追加要件。（11〜12ページ）
別紙Bは安全衛⽣計画（HSP）です。各宿泊施設は、このHSPを完了し、オンサイトで投稿し、それに
従う必要があります。
宿泊施設でチェックインする前に、スクリーニングハンドアウトをゲストに渡す必要があります。
ヒント宿泊施設に滞在するすべてのゲストのためのシートとガイダンス。
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野外集会（指令2020-19b）
この指令は、参加するすべての個⼈、および施設内の個⼈とオペレーター、またはホストされたウォーキン
グ、バス、および海洋ツアーを含む屋外の集まりを全体的または部分的に、サンフランシスコのあらゆる場
所で開催する個⼈およびオペレーターに適⽤されます。。屋外の集まりには、屋外フィットネスクラスは含
まれません。
 

この指令の別紙Aは、野外集会に参加する参加者と主催者のベストプラクティスです。
すべての屋外集会の⼀般要件。（1-2ページ）
⼩さな屋外の⾷事会のための追加要件。（5〜6 ページ）
⼩さな屋外の集まりの追加要件。（6ページ）
屋外の特別な集まりに固有の追加要件。（6〜7ページ）
屋外の集まりのホストに固有の追加要件。（7-8 ページ）

別紙Bは、安全衛⽣計画（HSP）です。各ホストは、このHSPを完了し、オンサイトに投稿し、それに
従う必要があります。
別紙Cは、複数の世帯の⼈々が関与する、信仰に基づく参加者や実務家など、さまざまなタイプの集
会の主催者と参加者向けのヒントとFAQです。

 
ドライブインギャザリング（指令2020-28）
この指令は、すべての所有者、事業者、管理者、監督者に適⽤されるホスティングどのようなビジネスdは
rive- I N グラムのatheringsを。
 

この指令の別紙Aは、サンフランシスコで運営されるドライブインギャザリングホストのベストプラ
クティスであり、リストされている各要件に準拠する必要があります。（4-6ページ）
別紙Bは、安全衛⽣計画（HSP）です。各ドライブインギャザリングホストは、このHSPを完了し、オ
ンサイトにポストし、それに従う必要があります。
別紙Cは、ドライブインギャザリングのヒントを含む、ギャザリングのヒントとFAQです。

 
企業は、指令、ガイダンス、安全衛⽣計画をよく読んでください。DPHのWebサイトを定期的にチェックし
て、⾃宅での安全な注⽂の変更を常に最新の状態に保つ必要があります。個⼈⽤保護具（PPE）へのリンク
やビジネスの看板など、追加情報はSF.govにあります。        
 
資⾦源
⾚いバックパック基⾦– 9⽉15⽇に終了
以前にニュースレターで共有されていた、The Spanxによって開始されたイニシアチブであるRed Backpack
Fundは、緊急のニーズを緩和し、影響を受ける⼈々の⻑期的な回復を⽀援するために、⽶国の⼥性起業家に
それぞれ少なくとも5,000ドルの助成⾦を提供します。この危機。グローバルギビングはいる再度開く編その
ファンドのアプリケーションポータルをし、2020年9⽉15⽇に午後12時ETで終了します。詳細については、よ
くある質問を確認して、こちらからお申し込みください。  
 
経済的傷害災害ローン（EIDL）
刺激策の認可を受けた中⼩企業局（SBA）は、経済的傷害災害融資を通じて、中⼩企業や⾮営利団体に融資
⽀援を提供しています。EIDL Advance Fundingは利⽤できなくなりましたが、SBAは資格のある中⼩企業への
EIDLアプリケーションを引き続き受け⼊れます。  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-SmallOutdoorGatherings.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-19-Small-Gatherings-Health-and-Safety-Plan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment%3Ffbclid%3DIwAR2bfipobjQYdB3oYCfM6unl_rPtAyVlbqKIJBDG2xc3IXJx14BPOS3Iq8U
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/operate-your-business-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.globalgiving.org/red-backpack-fund-faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://globalgiving.typeform.com/to/DyV27uJm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://globalgiving.typeform.com/to/DyV27uJm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan
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ウェビナー：
COVIDの世界でキャッシュフローを管理および予測する⽅法– 2020年9⽉15⽇⽕曜⽇午後3時
正のキャッシュフローは、ビジネスの存続と成功に不可⽋です。このワットebinarは、中⼩企業の所有者が
管理し、予想キャッシュフローを⽀援する実証済みの戦略と実践的な技術に焦点を当てます。ウェビナーの
最後に、参加者はカスタムテンプレートにアクセスして、今後12か⽉までのキャッシュフローを予測できま
す。
 
取り上げるトピックは次のとおりです。

企業が今⽇の新しい環境で成功するためにどのように適応しているか
主要な財務諸表と条件を理解する
キャッシュフローを最⼤化する実証済みの戦略
将来の12か⽉までの収益、費⽤、キャッシュフローを予測するカスタムテンプレート（すべての参加
者が利⽤可能）の概要

 
詳細と登録については、ここをクリックしてください。
 
新しい経済のための法⼈の選択– 2020年9⽉16⽇⽔曜⽇午後6時
どのようにして事業に適した法⼈を選択しますか？個⼈事業主、⼀般的なパートナーシップ、LLC、さまざ
まな種類の企業、協同組合やトリプルボトムラインエンティティなどの新しい選択肢に関する情報は、混乱
を招き、マーケティングの誇⼤宣伝でいっぱいになる場合があります。企業とLLCの法的保護は⾃動的では
なく、クールなビジネス名と誤った安⼼感しか得られないことをご存知ですか？このワークショップでは、
ビジネスプロセスに最適な法⼈の選択を決定するのに役⽴つ決定プロセスについて説明します。こちらから
登録してください。
 
オンラインのQuickBooksを使⽤したPPPローンの記録管理（セッション1）– 2020年9⽉16⽇⽔曜⽇午前11:00
セッション1は、事業主がPPPの記録管理をセットアップして、Quickbooks Onlineでローンを適切に予約し、
許しと税⾦のためにローンの費⽤を追跡し、ローンの残り⾦額を簡単に確認できるようにします。このクラ
スは、給与計算を⾏う企業に合わせて調整されており、Quickbooks Online を使⽤して独⾃の財務記録を処理
し、会計の経歴がなく、財務記録を保持して最⼤のPPPローンの許しを保証する⽅法を理解したいビジネス
オーナー向けに設計されています。。登録するにはここにアクセスしてください。
 
進⾏中のリソース：
地元のプロバイダーから個⼈⽤保護具PPEを⼊⼿してください。PPEをSFビジネスに販売し、このリストへの
追加を希望するビジネスは、sfosb @ sfgov.orgまでご連絡ください。   
 
覚え書きとして、経済刺激策に関連する潜在的な詐欺スキームについて注意してください。SBAプログラム
に関連する詐欺や詐欺を報告するには、ここをクリックしてください。司法⻑官室は、コロナウイルス詐欺
に関連する情報とリソースもここに提供しています。
 
コロナウイルス（COVID-19）DPHからのヘルスオーダーは、sfdph.org / dph / alerts / coronavirus.aspにありま
す。  ビジネスオペレーションのヘルスディレクティブは、h�ps：//www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-
health-direc�ves.aspにあります。
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COVID-19に関するすべての市⻑宣⾔は、次の場所にあります。
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
詳細については、311に電話することもできます。また、公式アップデートについては、市のアラートサー
ビスにサインアップしてください：COVID19SFに888-777にテキストを送信します。

するには、⽇付まで滞在COVIC-19関連の発表やリソース上で、当社の電⼦ニュースにサインアップ
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news。
 
連帯で
 
中⼩企業のオフィス
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