中⼩企業Eニュースレターのオフィス
件名：PPPの再開、2021年のCA雇⽤法、IRSの更新
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親愛なる読者、
W e'reはあなたにラウンドアップ発表のを送信する前に、私たちは頭の中に週末。SF中⼩企業に影響を与える
法律、Paycheck Protec on Programの再開、IRSリマインダー、重要な期⽇、および2021年に企業が遵守しなけれ
ばならない可能性のあるカリフォルニア州法に関する最新情報をお読みください。
場合あなたがそれを逃したでは、市⻑の品種の法律が渡さ⽕曜⽇にするために監査役会に提供税と料⾦の中⼩
企業のための繰延を、完全にwaiv ES娯楽のために、いくつかの⼿数料をし、ナイトライフ、企業、およびレス
トラン。詳細については、1⽉6⽇の電⼦ニュースを確認してください。
いつものように、私たちはお⼿伝いします。電話（415）554-6134またはEメールsfosb@sfgov.orgでお問い合わ
せください。情報やリソースについては、oewd.org / covid19を頻繁にチェックすることをお勧めします。
連帯して、
スモールビジネスのオフィスの
発表：
SF SMALL BUSINESS COMMISSION MEETING（スペシャル）– 1⽉11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特別会議のためにサンフラン
シスコ中⼩企業委員会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No.201415：事業登録料および特定のライセンス料の免除。この法律は、以下の⽅法で適
格な中⼩企業を⽀援することを提案しています。
2020年7⽉1⽇から始まる会計年度の年間事業登録料は免除されます。
延⻑に関係なく、2020年3⽉31⽇までにTaxCollectorに⽀払われるはずだったすべての年間ライセ
ンス料は免除されます。
これらの事業登録料およびライセンス料に関するすべての罰則は免除されます。
対象事業者からの書⾯による要請に応じて市に⽀払われ、税⾦、⼿数料、および/または罰⾦の
⽀払いから1年以内に提出された事業登録料またはライセンス料は、返⾦されます。
BOSファイル番号201414：管理コード-サンフランシスコ⾳楽およびエンターテイメント会場回復基
⾦。
BOSファイルNo. 201420：解像度促す連邦刺激に特別諮問委員会の設置は、中⼩企業のための⽀出。
BOSファイルNo.201422：恒久的な共有スペースプログラムを作成するよう部⾨に促す決議。
プレゼンテーション：共有スペースの更新された設計ガイドライン。
中⼩企業委員会に問題についての書⾯によるパブリックコメントを提供するには、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。会議の詳細については、
h ps：//sfosb.org/mee ng/commission-mee ngs-january-11-2021-agendaをご覧ください。

ペイチェック保護プログラムが来週再開
今朝、SBAは財務省と協議して、Paycheck Protec on Program（PPP）が新規の借り⼿と特定の既存のPPP借り⼿
のために1⽉11⽇の週に再開すると発表しました。1⽉の⽉曜⽇から始まります。11、コミュニティ開発⾦融機
関（CDFI）は、新規の借り⼿に対してPPPローンを組むことができます。このラウンドの最初に描画PPPローン
う⼩さな優先順位付けの事業をし、その後、許可の特定の既存のPPPの借り⼿が申請する第2の延伸PPPロー
ン。主な更新は次のとおりです。
PPPの借り⼿は、PPPローンの対象期間を、ビジネスニーズに最適な8〜24週間の任意の⻑さに設定でき
ます。
PPPローンは、運営費、物的損害費⽤、サプライヤー費⽤、労働者保護費⽤などの追加費⽤をカバーし
ます。
プログラムの適格性は、501（c）（6）、住宅協同組合、ダイレクトマーケティング組織、その他の種
類の組織を含むように拡張されています。
PPPは、季節限定の従業員により⼤きな柔軟性を提供します。
特定の既存のPPP借り⼿は、First DrawPPPローンの⾦額の変更を要求できます。そして
特定の既存のPPP借り⼿は、1⽉13⽇からセカンドドローPPPローンを申請する資格があります。
SBAも発売のn東⻄のガイダンス：PPPマイノリティのためのガイダンス、⾏き届かない、退役軍⼈、および⼥
性所有のビジネスの懸念。経済援助法により改正されたPPPに関する暫定最終規則; およびセカンドドローPPP
ローンに関する暫定最終規則。詳細については、sba.gov / pppにアクセスしてください。
IRSの更新
内国歳⼊庁（IRS）は、最近、次のアップデートを発⾏しました。
適格なPaycheckProtec onProgramの費⽤が控除可能になりました。1⽉6⽇で、tは彼がIRSと財務省が発
⾏した指導を許してきた給料保護プログラムローンに関連した費⽤の控除を主張する上で（収益は、
2021から02を⽀配）。このガイダンスは、2020年12⽉27⽇に法制化された2020年のCOVID関連の税控除
法の法改正を反映しています。
経済的影響の⽀払いが進⾏中であり、IRSは、電話ではなく、IRS.gov / eipにアクセスして情報を⼊⼿す
るよう⼈々に促しています。あなたはできるもでお⽀払いの状況を確認しIRS.gov/ GetMyPayment。
2021年の標準マイレージレート：IRSは、ビジネス、慈善、医療、または移動の⽬的で⾃動⾞を運転す
るための控除可能なコストを計算するために使⽤される2021オプションの標準マイレージレートを発⾏
しました。
2021年2⽉1⽇は、雇⽤主が賃⾦明細書を発⾏および提出する期限です。W-2およびW-3フォームの社会
保障局への提出期限は通常1⽉31⽇ですが、⼟曜⽇であるため、締め切りは翌営業⽇である2021年2⽉1
⽇です。フォーム1099も受信者によるものです。事前に計画する⽅法など、詳細やその他のヒントをこ
こで⾒つけてください。
今後の重要な期⽇
1/31/21：タバコのごみ除害F EE 2020年により、12⽉31⽇に終了第4四半期。
1/31/21：*拡張*売上税の年次報告基準およびCDTFAを使⽤した四半期報告基準、12⽉31⽇までの第4四
半期。
注：CDTFAが⾃動的に付与された2021年4⽉に3ヶ⽉の延⻑を1との間に元々による⽀払いとリタ
第

ーンに未満$ 1百万CDTFAリターン申告納税者のために2 /1/20 4/30/21を。たとえば、2020年 4四
半期の返品と⽀払いは、2021年4⽉に⽀払われることになります。適格納税者は、この延⻑にオ
プトインする必要はありません。

2021年カリフォルニア州の事業のための州の労働法および雇⽤法
2021年に、病気休暇、労働者分類、従業員休暇、労働者災害補償、安全規制の施⾏、賃⾦、失業保険など、さ
まざまな分野をカバーする新しい法律が可決されました。企業は、以下のリストを確認して、企業が準拠する
必要があるかどうかを判断する必要があります。
2017年議会法案：キンケアこの新しい法律により、従業員は、病気休暇が必要と思われる理由にかかわ
らず、独⾃の裁量で病気休暇を使⽤できるようになりました。
上院法案1159：労働者災害補償の推定
この法律は、労働関連の病気の反駁可能な推定を提供し、雇⽤主に5⼈以上の従業員がいて、職場で働
いてから14⽇以内にCOVID-19に感染した従業員の労働者災害補償の適⽤範囲を拡⼤します。雇⽤。この
法律は2023年1⽉1⽇に失効します。
上院法案1383：カリフォルニア家族休暇権法（CFRA）の拡⼤
従業員が5⼈以上（以前は50⼈）の雇⽤主は、指定されたとおり、従業員が⾃分⾃⾝、⼦供、親、祖⽗
⺟、兄弟、配偶者、またはパートナーの世話をするために、最⼤12週間の無給の保護された家族休暇を
提供する必要があります。
議会法案1731：失業保険とワークシェア
レイオフを回避することと引き換えに、この法律は雇⽤主に、景気後退時の時間とコストを削減しなが
ら、部分的な失業保険の⽀払いを提供するオプションを認めています。ワークシェアプログラムの申請
計画は、雇⽤開発局（EDD）に提出する必要があります。
1947年議会法案：苦情報告
この法律は、個⼈が分業基準執⾏部（DLSE）に違反苦情を提出する期間を6か⽉から1年に倍増します。
議会法案2992：犯罪被害者の保護
この法律は、家庭内暴⼒、性的暴⾏、ストーカー⾏為の被害者の休暇を拡⼤し、⾝体的傷害または⾝体
的傷害の脅威を伴う精神的傷害を引き起こした犯罪の被害者の休暇を含みます。労働法のセクション
230および230.1を修正します。
上院法案973–年次賃⾦報告
2021年3⽉31⽇以降、100⼈以上の従業員を抱える⺠間雇⽤者は、⼈種、性別に関する情報を含む年次雇
⽤者情報報告書をカリフォルニア州公正雇⽤住宅局（DFEH）に提出する必要があります。 、および賃
⾦。この法律は、マイノリティが賃⾦で差別されているかどうかを判断するのに役⽴ちます。
議会法案1512：警備員の休憩期間
この法律は、特定の⺠間警備員が休憩時間中に敷地内に留まり、待機することを義務付けています。さ
らに、休憩期間が中断された場合、雇⽤主は、セキュリティ担当者が実⾏可能な限り早く休憩期間を再
開できるようにする必要があります。
1963年議会法案：義務付けられた児童虐待の報告
この法律は、未成年者（18歳未満の⼈）を雇⽤し、5⼈以上の従業員を抱える企業に適⽤されます。こ
れらの事業について、AB 1963は、児童虐待およびネグレクト報告法に基づいて2種類の従業員を「報
告義務」とします。（1）⼈事部の従業員は、児童虐待またはネグレクトの疑いがある場合は報告す
る必要があります。（2）未成年者を監督し、直接接触している成⼈従業員は、性的虐待の疑いを報
告しなければなりません。企業は、これらの従業員に義務付けられた報告者としての職務について訓
練する必要があります。
CLIC kはここにPDFとしてこのリストを表⽰します。

ウェビナー：
カリフォルニア州COVID-19中⼩企業助成⾦ウェビナー– 1⽉11、12、13⽇11:00 AM
国の補助⾦の中⼩企業開発センターのウェビナーに中チューン秒の$ 5,000-25,000中⼩企業のため、現在開いて
ラウンド1アプリケーションのため。関⼼のある申請者は、プログラムの概要、資格要件、資⾦の使⽤、申請
プロセス、申請のヒントなどについて、これらのウェビナーの少なくとも1つに参加する必要があります。こ
こで登録します。
すべての助成⾦ウェビナーのリストについては、CA ReliefGrantのウェビナーカレンダーにアクセスして
ください。
⾃⼰資⾦による保険プラン：医療セキュリティ条例の計算⼿順– 1⽉12⽇⽕曜⽇午後1時
Oﬃce of Labor Standards Enforcementは、⾃⼰資⾦または⾃⼰保険の健康保険プランが2020年のサンフランシス
コ医療安全条例の⽀出要件を満たしているかどうかを評価する必要がある雇⽤主および雇⽤主代表向けのウェ
ビナーを主催しています。また、必要に応じて、追加の⽀払いを計算して⾏う⽅法について雇⽤主に指⽰しま
す。ここで登録します。
Paycheck Protec on Programに申し込むためのベストプラクティス– 1⽉。午前9時の13
Oﬃce of Economic and Workforce Developmentが主催する、SF中⼩企業向けのヒントと更新をカバーするPaycheck
Protec on Program（PPP）の再開に関するウェビナーに注⽬してください。ここで登録します。

中⼩企業のリソース
助成⾦やローン
CA中⼩企業COVID-19の救済補助⾦- OPEN
$ 5,000の$ 25,000〜CA中⼩企業の⽀持者の事務所とLendistry、ハイテク有効なコミュニティの貸し⼿によって投
与適格中⼩企業や⾮営利団体の範囲のマイクロ助成⾦。ラウンド1は、2021年1⽉13⽇（延⻑）まで申し込みが
可能です。ラウンド2は近い将来発表されます。申請するには、CAReliefGrant.comにアクセスしてください。現
地連絡先パートナー組織の助けをするために適⽤されますが。
中チューンの⽇常ウェビナー午前11時でホストされている完全な詳細および適⽤するためのヒントにつ
いては、中⼩企業開発センターで。
Lendistryによると、ユーザーは、解決に取り組んでいるサイト上のユーザーの数が原因で、サイトの遅
延が発⽣する可能性があります。申請期間中ずっとお試しください。
助成⾦は先着順では発⾏されません。締め切り前に申請書が提出されている限り、それは考慮されま
す。
カリフォルニア再建基⾦– OPENローンは、パンデミック時にCAの中⼩企業に責任ある⼿頃な資本へのアクセス
を提供するための公的および⺠間団体の州全体の取り組みとして、参加しているコミュニティ貸し⼿によって
提供されます。2019年に最⼤50⼈のフルタイム従業員を擁し、総収益が250万ドル以下の企業が申請の対象と
なる場合があります。詳細については、www.CALoanFund.orgをご覧ください。

SF La no Small Business Fund- OPEN 、締め切り1/14/21 Mission Economic Development Agency（MEDA）が管理す
る、最⼤5万ドルの無利⼦ローン。関⼼のある企業は、21年1⽉14⽇までにローン照会フォームに記⼊して、ど

の企業が応募を招待されるかを特定するために宝くじで検討される必要があります。詳細については、
medasf.org / fondola nosfにアクセスしてください。質問がある場合は、FondoLa noSF @ medasf.orgに連絡する
か、415-612-2014に電話してください。

SFは、リニューアルオープンのためのシャイン- OPEN企業は店頭の⽀払いの助けを得ることができます屋外の
壁や家具のように、COVID-19安全対策。このプログラムは、過去、進⾏中、または将来の作業に対して最⼤
2,000ドル、特定の地域では最⼤5,000ドルを払い戻すことができます。詳細はこちら。

Shared Spaces Equity Grant- SharedSpacesの場所の構築と運⽤に関連する費⽤の企業へのOPEN償還。⼥性所有、
移⺠所有、レガシービジネス、確⽴された⽂化地区のビジネス、または主にマイノリティの顧客にサービスを
提供する、市の公平性の⽬標を推進する地元所有のマイノリティ所有のビジネスが優先されます。詳細はこち
ら。

5区ビジネスウィンドウ償還- OPEN
強打店頭交換するコストカバーするためにD5に位置して企業のための償還で$ 1,000まで上または3/17/20後に
起こった事件のためにウィンドウを。詳細はこちら。

追加のリソース
企業および⾮営利団体向けの無料PPE
東南アジアコミュニティセンターには、フェイスマスク、フェイスシールド、⼿指消毒剤の数量が限られてい
ます。C全て415-885-2743の予約作るためにピックアップのみを。また、rはできequestを通じてフェイスシール
ドや⼿の消毒剤を市の第記⼊してCOVID-19コマンドセンターでGoogleのフォーム。配送は、通常はパレット以
上の⼤量注⽂に対してのみ提供されることに注意してください。質問については、covidppe @ sfgov.orgにお問
い合わせください。
SF・グリーンプログラム- $ 500リベートが利⽤可能
ザ・カリフォルニア・グリーンビジネスネットワークおよびカリフォルニア州環境保護庁の$ 500リベートプロ
グラムの申し出リベート資格のアイテム、などのLEDが点灯し、堆肥化や再利⽤可能なto-Goの陶器、より安全
な清掃と消毒製品、エネルギースター家電製品、およびもっと。費⽤は2020年5⽉1⽇、6⽉30⽇、2021年の間
で負担しなければならない、としている企業にとって、最近⾃分の受けグリーンビジネス認証を、またはある
認証または再認証の過程で。
ユーティリティビル救済プログラム拡張
ザ・サンフランシスコ公益事業委員会は、中⼩企業や⾮営利⽀援するため、2021年6⽉30⽇を通じて、別の6ヶ
⽉間、彼らの法案の救済プログラムを拡張し、顧客をして⾃分の上下⽔道代に最⼤20％の削減。こちらからお
申し込みください。
メインストリート中⼩企業の雇⽤税額控除
Covid-19の悪影響を受けた適格中⼩企業は、フルタイムの従業員を雇⽤するために税額控除を留保することが
できます。利⽤できるクレジットの数には限りがあります–できるだけ早く適⽤してください。詳細またはク

レジットの予約については、ここをクリックしてください。
消費税の軽減
そこでの⾃動3ヶ⽉の税の拡張CAの売上税未満$ 100万ファイリング納税者は、⼤企業のための課税売上⾼$ 5M
（500万ドル）、まで持つ企業への関⼼とペナルティなしの⽀払い契約を既存の拡張と拡張⽀払いオプショ
ン。詳細については、ここをクリックしてください。
COVID-19の影響を受け、企業と従業員のためのリソースの詳細については、OEWDのウェブサイトをご覧くだ
さいここに。
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事業に販売し、このリストへの追加を
希望する事業は、sfosb @ sfgov.orgまでご連絡ください。
念のため、経済刺激プログラムに関連する潜在的な詐欺計画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。司法⻑官事務所は、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。
DPHからのコロナウイルス（COVID-19）健康命令はここで⾒つけることができます。事業運営のための健康指
令はここにあります。健康命令に関するFAQは、市の弁護⼠のWebサイトで⼊⼿できます。
COVID-19に関するすべての市⻑の宣⾔はここにあり、市⻑のプレスリリースはここにあります。
詳細については、311に電話することもできます。公式の更新については、市のアラートサービスにサインア
ップしてください：テキストCOVID19SF to888-777。
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。

