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2020年9⽉30⽇
 
 
親愛なる読者、
 
今、サンフランシスコは州のオレンジ階層に割り当てられていることを、市が持って移動dは屋内レストラ
ンや礼拝の場所、屋外家族エンターテイメント、遊び場、屋内映画館のための計画を含むその他の活動を再
開に前進。サンフランシスコ公衆衛⽣局（SFDPH）は、在宅滞在命令C19-07jを更新し、9⽉30⽇から再開が許
可されている以下の事業および活動に対して新しい/改訂された指令を発⾏しました。
 
新しい/改訂されたディレクティブ
屋内と屋外のダイニング– 2020-16c
【指令】【⾷事指導】【共有スペース情報】【安全衛⽣計画】
この指令は、誠実な⾷事とともにアルコール飲料を提供し、⾷品を提供するために必要な許可を受けている
レストランまたはバーのすべての所有者、運営者、管理者、および監督者に適⽤されます。誠実な⾷事のな
いアルコール飲料の販売は禁⽌されており、アルコール飲料を注⽂する各常連客も誠実な⾷事を注⽂する必
要があります。各飲⾷店は、屋外で⾷事を提供するために必要な許可（共有スペース許可など）、または⾷
事を提供するためのケータリング許可（DPHポップアップ許可など）を含む、⾷事を提供するために必要な
許可を受け取っている必要があります。
 
⾷事のためのガイダンスは、地元で使⽤するためにSFDPHによって開発され、新しい知識が出現し、地元の
コミュニティの伝播が変化するにつれて変わる可能性があります。
 
再開の準備（3-5ページ）

HVACシステム（存在する場合）がサービスであり、適切に機能していることを確認するなど、施設
の換気に必要な改善を⾏います。企業は、HEPAフィルターを使⽤した携帯型空気清浄機の設置を検
討し、許可されている場合は窓やドアを開けて⾃然換気を⾼めることができます。施設で台座ファン
またはハードマウントファンを使⽤している場合は、ファンの⽅向を調整して、ある個⼈のスペース
から別のスペースへの空気の吹き込みを最⼩限に抑えます。
害⾍の蔓延または⽣息地をチェックし、すべての害⾍駆除⼿段が機能していることを確認します。エ
アダクトやベントなどの換気システムの定期メンテナンスを実⾏します。⻑期間の使⽤量が少ない場
合、企業は停滞した⽔を配管ラインから洗い流すことを検討する必要があります。
すべての担当者が、安全衛⽣計画、社会的距離とスクリーニングのプロトコル、適切なPPE、および
特に頻繁に触れる表⾯での適切な洗浄と消毒を含むがこれらに限定されないプロトコルと⼿順につい
て訓練されていることを確認します。
常連客と職員のためのより安全なスペースを作成することは、適切な社会的距離を可能にするために
あなたのビジネスのレイアウトを再設計することを含むかもしれません。トイレへの通路として、常
連客が6フィート離れていることを⽰すマーキングを作成し、ピックアップ/テイクアウトカウンター
と⼊⼝/出⼝を明確にマークする必要があります。POSおよび出⼝/⼊⼝で消毒剤を利⽤できるように
します。
 

⼈員の保護（5〜6ページ）

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1327
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1327
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慣⾏、プロトコル、または潜在的な曝露に関する質問や懸念について、職員のスタッフ連絡係として
機能できるCOVID-19職場安全モニターを指定します。
施設に⼊る前に、全員の健康診断を実施してください。COVID-19に感染している⼈の多くは症状がな
く、他の⼈に感染する可能性があるため、検査を奨励してください。COVID-19検査情報はこちらから
⼊⼿できます。 
積極的に飲⾷する場合を除いて、誰もが常にフェイスカバーを着⽤する必要があります。サーバーや
その他の「フロントオブハウス」のスタッフは、屋内での作業中の保護を強化するために、布製のフ
ェイスカバーの代わりに、より保護的なマスクを使⽤することを選択できます。

 
サイネージや投稿の要件（ページ2-3、6 、9 ）

各ダイニング施設は、安全衛⽣計画 （新バージョン）を完成させ、公共の場所、および該当する場
合はダイニング施設のWebサイトに投稿する必要があります。⾷品許可を維持するには、指令のこの
要件への準拠が必要です。
A社会遠ざけるプロトコル（NEW VERSIONは）も完成し、掲⽰しなければなりません。 
飲⾷店は、次のような看板を掲⽰する必要があります。サンプルサイネージはオンラインで⼊⼿でき
ます。

Pのダイニング設⽴周りのOSTの看板-すべての主要な公共を含め⼊り⼝-物理遠ざける、衛⽣、
およびフェイスカバーに付着する⼈々を思い出させ、彼らが病気に感じるときの要件と⾃宅
に滞在します。掲⽰される看板には、（1）COVID-19が空中を伝染し、屋内でのリスクがはる
かに⾼く、（2）⾼齢者や健康上のリスクがある⼈は、⼈ごみのある屋内環境を避ける必要が
あるというメッセージが記載されたスタンドアロンの看板を含める必要があります。COVID-
19は、気分が悪くなったり、感染の外⾒上の症状を⽰したりしない個⼈によって広がる可能
性があることを常連客と職員に思い出させる看板を掲⽰します。
⾷べ物や飲み物を飲むにはテーブルに座っている必要があり、他のテーブルの常連客から常
に6フィート以上離れている必要があることを常連客に知らせる看板を掲⽰します。
スタッフとのやり取り（注⽂または⽀払い）時や、飲⾷をしていないときは常にフェイスカ
バーを着⽤するように常連客に思い出させる看板をテーブルに掲⽰してください。
アルコール飲料サービスを提供する飲⾷店は、敷地外で開いた容器を飲んだり持ち運んだり
してはならないことを常連客に知らせる看板を掲⽰する必要があります。また、アルコール
飲料は⾷事と⼀緒にのみ提供できます。

建物の⼊り⼝に定員を掲⽰してください。
 
ダイニングサービス–すべての施設（6〜8ページ）

飲⾷店は、COVID-19の症状とCOVID-19への曝露についての質問で、⼊場時にすべての常連客を⼝頭で
スクリーニングする必要があります。施設は、質問のいずれかに「はい」と答えた⼈を除外する必要
があります。（健康命令の37ページ）
以下を含むがこれらに限定されない、飲⾷していないときはいつでもフェイスカバーを着⽤しなけれ
ばならないことを常連客にアドバイスします。メニューの確認と注⽂中。⾷事や飲み物が提供される
のを待っているテーブルで、またはコースや⾷事が完了した後に社交をしている間。トイレを使うな
ど、テーブルを離れるときはいつでも。常連客はまた、サーバー、バスサー、または他の⼈員がテー
ブルに近づくときはいつでもフェイスカバーを着⽤する必要があります。顧客がフェイスカバーを着
⽤するまで、⼈員は顧客のテーブルに近づいてはなりません。

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/find-out-about-your-covid-19-testing-options
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
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混雑を制限するために予約を奨励します。1つのグループの常連客は、全員が同じ世帯にいない限
り、6⼈に制限されています。すべての常連客は、飲⾷するためにテーブルに座っている必要があ
り、着席するのを待っている間は⾷べ物や飲み物を提供することはできません。連絡先を減らすため
に、各当事者にサービスを提供するスタッフの数を制限します。理想的には、1⼈が各テーブルにサ
ービスを提供する必要があります。
連絡先を追跡できるように、パトロンにグループの連絡先名と電話番号を⾃発的に提供するように依
頼します。レストランは、この情報を少なくとも3週間ファイルに保管する必要があります。常連客
は連絡先情報を提供する必要はありません。また、kはEEPのp接触追跡を容易にするためにersonnel
スケジュールレコードを。
防⽌タッチ共通項⽬からの交差汚染など。

常連客がモバイルデバイスで表⽰できるように、電⼦メニューや電⼦注⽂を⽤意することを
検討してください。または、使⽤するたびに消毒されるラミネートメニューを提供します。
常連客にタッチレス⽀払いオプションを使⽤し、使⽤するたびにペンやその他の機器を消毒
するように促します。
テーブル上の通⾏可能なオブジェクトの数を制限し（カードスタンド、キャンドル、花瓶は
不可）、リクエストに応じて1回のサービングで調味料を提供します。
残りのコンテナは、リクエストがあった場合にのみ提供してください。各当事者は、独⾃の
残りのコンテナを埋める必要があります。

 
屋内ダイニングサービス（9ページ）

飲⾷店は、常連客の数を、スペースの設定された占有制限の25％に制限し、100⼈を超えないように
する必要があります。この制限は、⼈員ではなく、常連客の数に適⽤されます。複数の部屋がある施
設の場合、各部屋の容量を最⼤容量の25％に制限します。この容量制限は、屋外注⽂⾷品に建物に⼊
るか、トイレを使⽤する必要がありますダイニング常連客、そして含まれたp⾷べ物や持ち出しをピ
ックアップして、建物を⼊⼒する必要がある場合がありatronsを。建物の⼊り⼝に定員を掲⽰してく
ださい。
座席配置は、利⽤可能な内部スペース全体に常連客を広げて、最⼤距離を可能にし、着席した常連客
が別のテーブルに着席している他の常連客から少なくとも6フィートの距離を維持するようにする必
要があります。特定のチェックアウトカウンターや調理エリアなど、⼈員の作業エリアから6フィー
ト以上の距離を維持できないエリアでは、常連客の着席を中⽌します。
屋内での⾷事のためのパトロンの滞在は、着席後2時間を超えてはなりません。これは、誠実な⾷事
とともにアルコール飲料を提供するすべての飲⾷店およびバーに適⽤されます。飲⾷のサービスは午
前12:00に終了します。常連客は午前12時30分まで滞在して⾷事を終えることができます。屋内ダイニ
ングスペースは、午前12時30分に⼀般公開されないようにする必要があります。

 
洗浄と消毒（9-10ページ）

頻繁に触れる表⾯には消毒剤を使⽤しますが、⾷品と接触する表⾯には使⽤しないでください。接触
の激しい表⾯を1時間に1回、バスルームを少なくとも4時間ごとに消毒します。テーブル、椅⼦、ブ
ースターシート、ハイチェア、ブース、およびそのような表⾯の側⾯を含め、毎⽇開店する前および
使⽤するたびに、各顧客の座席の場所を消毒します。
役⽴つリソース：

⾮ヘルスケア事業および職場の洗浄および消毒に関するDPHガイダンス
洗浄と消毒剤の安全性および承認された消毒剤に関するDPHの推奨事項

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/02/COVID-19-NonHCP-Cleaning-Guidance-FINAL-04.12.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID19-Disinfectants-Safety-FINAL-04.18.2020.pdf
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施設の清掃と消毒に関するCDCガイダンス
 
屋内崇拝– 2020-34
[指令] [屋内礼拝のヒント] [安全衛⽣計画]
この指令は、結婚式や葬儀などの宗教的または⽂化的儀式の屋内集会に参加するすべての個⼈に適⽤されま
すが、レセプションには適⽤されません。また、すべての礼拝所またはその他の宗教的サービスまたは⽂化
的儀式の提供者に適⽤されます。屋内容量制限があるのいずれか少ない⽅、25％または100⼈で、clud ING⼈
事や屋内宗教集会に参加している他のボランティア。屋内の宗教集会では歌や詠唱は禁⽌されており、礼拝
の期間は2時間以内にする必要があります。
 
屋外集会– 2020-19c
[指令] [ベストプラクティス] [屋外集会のヒント] [安全衛⽣計画]
この指令は、参加するすべての個⼈、および屋外の集まりを組織および開催する施設またはその他の場所の
個⼈および運営者に適⽤されます。

O utdoor S pecial G atherings礼拝や儀式や政治的な抗議のために複数の世帯からの⼈々の間で=いいえ
200⼈以上。
レセプション、フィットネス、公園での集まり、または複数の世帯の⼈々が主催するツアーなどの⼩
規模な屋外の集まり= 12⼈。
屋外M EAL G atherings⾷べると、複数の世帯= 6⼈からの⼈々の間で飲ん含みます。

 
宿泊– 2020-29b
[指令] [宿泊施設で宿泊客のためのヒント] [健康は宿泊施設に滞在中のスクリーニング[]健康と安全計画]
この指令は、宿泊施設のすべての所有者、運営者、管理者、および監督者に適⽤されます。ホテルや宿泊施
設内にあるフィットネスセンターは、スタッフが監視することで最⼤10％の容量になります。屋内ダイニン
グは、屋内ダイニング指令のガイドラインに従って再開する場合があります。
 
⾼等教育– 2020-22c
[指令] [⾼等教育プログラムのガイダンス] [安全衛⽣計画] [予防計画のチェックリスト] [予防計画のテンプレ
ートと⼿順] [清掃と換気のプロトコルに関するアンケート]
この指令は、⼤学、⼤学、職業訓練コース、キャリアパス教育プログラムなど、成⼈教育を提供するすべて
の公⽴、私⽴の⾮営利、私⽴の営利、研究に焦点を当てた特別な使命およびその他の⾼等教育機関に適⽤さ
れます。予防計画を作成し、投稿して、スタッフと学⽣がすぐに利⽤できるようにする必要があります。授
業時間は2時間以内（屋外授業は⻑くなる場合があります）で、インストラクターを含めて14⼈までです。
フェイスカバーは、限られた例外（料理の学⽣のための⾷べ物の素早い味など）を除いて、常に着⽤する必
要があります。
 
その他の活動

ショッピングモールは容量を50％に増やし、フードコートを25％の容量で開くことができます。
アウトドアフィットネスは、物理的な障壁で隔てられているか、少なくとも12フィート離れており、
混ざり合わない限り、12⼈のポッドを2つ持つことができます。
屋外カルーセル、ミニチュア列⾞、およびなどのいくつかの追加の家族の娯楽、Fゴールデンゲート
パークで観察ホイールのようなerrisホイールは、動作を再開することができます。すべての顧客は健
康について事前にスクリーニングされなければならず、社会的距離を確保するために能⼒が制限され

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fprepare%252Fdisinfecting-building-facility.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-34-Indoor-Worship.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-34-Tips-Indoor-Worship.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-34-HSP-Indoor-Worship.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-Outdoor-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-BP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-HSP-Gatherings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-29-Lodging-Facilities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
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なければなりません。同じ世帯の⼈だけが同封のカプセルに⼊れられ、ライダーの間で換気が必要で
す。⼿指消毒剤は、⼊⼝と出⼝で利⽤できる必要があります。

 
オープンしているすべての企業は、これらの換気規則を順守し、この新しい社会的距離プロトコルを投稿す
る必要があります。企業は、指令、ガイダンス、および安全衛⽣計画を完全に読むことが推奨されており、
DPH Webサイトを定期的にチェックして、在宅での滞在命令の変更について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注⽂看板など、追加情報はSF.govにあります。           
 
商業⽴ち退きモラトリアム– 2020年11⽉30⽇延⻑
昨⽇、ロンドンブリード市⻑は、2020年9⽉30⽇から11⽉30⽇までの商業⽴ち退きモラトリアムの60⽇間の延
⻑を発表しました。この新しい延⻑は、感謝祭の休暇を通じて企業に追加のセキュリティを提供し、モラト
リアムのさらなる延⻑は必要に応じて実装される可能性があります。先週、ギャビン・ニューサム知事は、
2021年3⽉31⽇までCOVID-19パンデミックの影響を受けた商業賃貸⼈の⽴ち退きを停⽌する地⽅⾃治体の承認
を延⻑する⼤統領命令に署名しました。サン・フランシスコの商業⽴ち退きモラトリアムは現在、2020年11
⽉30⽇を通じて2020年3⽉17⽇からによる借りるに適⽤され、prohibiトンINGの後半家賃の⽀払いのために⽴
ち退きを。ガイドラインとFAQとともに、あなたのビジネスが⽴ち退きモラトリアムの対象となるかどうか
を確認するには、ここをチェックしてください。  
 
市⻑のご注⽂の明確化は、というテナントがいる場合にテナントの無⼒の家主の資料提供によるCOVID-19に
関連する財務的影響に有料家賃を、そして治癒期間がされなければならないので、家主とテナントがに試み
ることができることを、1ヶ⽉延⻑しますテナントが逃した家賃を⽀払うための⽀払い計画を作成します。
テナントは、提供することで、硬化期間の追加の毎⽉の拡張を得ることができる、毎⽉更新されたドキュメ
ントを限り、この注⽂が有効なままと。該当する治癒期間の終了時にテナントが未払いの家賃のすべてを⽀
払っていない場合、またはこの命令が有効でなくなった場合、家主は不払いの⽴ち退きを進めることができ
ます。テナントと家主は、両⽅の当事者に役⽴つ返済計画を⽴てることをお勧めします。
 
この順序は義務を放棄するものではありませんが逃した家賃を払うために、それが提供して地主がためのプ
ロセスモラトリアムからの免除を求めるが。家主が建物内に所有する賃貸可能スペースが25,000平⽅フィー
ト未満の場合、家主が⽴ち退きできないことで重⼤な経済的困難が⽣じることを証明できれば、家主は家賃
の未払いによりテナントをその建物から⽴ち退かせることができます。家主。25,000平⽅フィートを超える
資産を持つ家主は、免除を求めることはできません。経済労働⼒開発局（OEWD）は、テナントと家主のた
めの商業⽴ち退き規制に関する⼀時モラトリアムを更新しました。    
 
詳細についてはどのようにアクセスのサポートにO Rその他のご質問、事業者が訪問することが奨励されて
いるOEWDのウェブサイトをかで中⼩企業のオフィスまでお問い合わせsfosb@sfgov.org。
 

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。
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
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