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2021年1⽉2⽇8⽇
 
親愛なるRのEADER、
 
本⽇、サンフランシスコは、ウイルスの拡散を制限するための特定の追加の保護⼿段とともに、紫⾊の層で許
可されたいくつかのビジネスと活動を再開しました。場合は、あなたがそれを逃した、Rのeview⽉曜⽇の電⼦
ニュース再開の発表の要約のための、及び関連保健順とディレクティブの更新のために読ん企業のため。 
 
おめでとう、トーレス監督！私たちは利⽤したいと思い認識する瞬間をして祝福経済と労働⼒のオフィスのデ
ィレクターホアキン・トーレスの開発MENT （OEWD）のために任命され、昨⽇の街のように繁殖市⻑によって
次査定-レコーダー。トーレス監督のリーダーシップを通じて、OEWDは、特に脆弱な⼈々を中⼼に、市内全体
の中⼩企業の安定と成⻑に⼤きく貢献してきました。私たちは、彼がこの新しい役割において強⼒な指導者お
よび献⾝的な公務員として継続することを知っています。
 
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：
 
健康ガイダンスの再開*新規/更新*
SF公衆衛⽣局（DPH）は、本⽇発効した再開された変更を反映するために、健康指令とガイダンス⽂書を更新
しました。企業は、業界を読み、特定して、健康秩序の要件に準拠するために運⽤上の変更が必要かどうかを
判断する必要があります。
 
以下のリソースをナビゲートする⽅法：

1. すべての企業が検討すべき事業活動と運⽤表（BCAT）を、⼀緒にディレクティブ/ガイダンスリンク以
下、あなたの業界への変更のために1⽉27⽇、202のように1 。

2. そこにいる場合で、新規またはあなたの企業のために更新され、健康ディレクティブ、ノートも更新が
あるかもしれないことをD健康ディレクティブの「別紙B」に含まれる健康と安全計画、。

3. すべての企業は、完了し、オンサイトに投稿し、*新しい*社会距離拡⼤プロトコル（付録A）に従わな
ければなりません。

4. すべての企業が検討すべき付録C-1を、あなたの業界では、任意の追加の要件があるかどうかを判断す
るためにoperat電⼦。
 

以下のリソースとドキュメントは、1/27/21に更新されました。

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/cc3605e385/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-appoint-joaqu%25C3%25ADn-torres-assessor-recorder
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf


 
事業能⼒と活動表（BCAT）：
⽰すように、保健担当官は、活動の容量制限の懸濁液または制限を命じ番⽬であるテーブル。⼀時停⽌または
制限されたビジネスは、HealthOrderで定義されているMinimumBasicOpera�onsに引き続き従事する場合があり
ます。これらの停⽌または制限は、関連する命令、指令、またはガイダンスを修正します。影響を受けるすべ
ての企業は、これらの新しい制限を順守する必要があります。それ以外の場合は、該当するすべての健康命令
および指令を引き続き監視および遵守する必要があります。ビジネスの要件の解釈について質問がある場合
は、OSBにお問い合わせください。
 
健康命令と指令：
 
シェルターインプレイスヘルスオーダーC19-07s | C19-07への変更の概要  
付録A：社会距離拡⼤プロトコル
付録C-1：運営が許可されているその他の事業
付録C-2：許可された追加アクティビティ
また、最近更新されました：
添付資料A-1：⼈事スクリーニングフォーム（1/20）
添付資料A-2：⾮⼈員のスクリーニングフォーム（1/20）
 
健康指令と業界ガイダンス 
 
消費者向けビジネス
⼩売、店内：指令-2020-17

COVID-19中に店内での買い物やサービスを提供する⼩売業向けのヒントとFAQ
⼩売店C apacityのLの25％までimits 。スタンドアロンG rocer Y記憶容量が50％にまで制限されま
す。
制限付きで許可されているセルフサービスのバルク⾷品。
新しい休憩室の要件を含め、換気標識を掲⽰する必要があります。
バルクビンを安全に使⽤するための新しいガイダンス。
屋内よりも屋外での⼩売が推奨されます。

飲⾷店：指令-2020-16
暫定ガイダンス：COVID-19パンデミック時の⾷事–屋内および屋外

屋外ダイニングの変更：
テーブルごとの制限は、2世帯から最⼤6⼈です。
テーブルは、着席している常連客の間で少なくとも6フィート離す必要があります。6フ
ィートの距離の代わりに障壁はありません。
⾼齢者、健康上のリスクのある⼈、およびその家族は、屋外での⾷事に参加しないよう
に促しました。

パーソナルサービス、屋内：指令-2020-30
ガイダンス：屋内で操作するためのヒントシート：パーソナルサービス

パーソナルサービスの容量制限は最⼤25％です。
⼈員と顧客は常にフェイスカバーを着⽤する必要があります。
フェイスカバーを外さないと提供できないサービスは現在禁⽌されています。
容量制限を適⽤するためのメータリングシステムを実装します。
新しい休憩室の要件を含め、換気標識を掲⽰する必要があります。

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/healthorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/directives
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary-of-Changes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Non-Personnel-Screening-Attachment-A-2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-17-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&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=auto&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=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-30-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-Tips-Indoor-Personal-Services.pdf


パーソナルサービス、屋外：指令-2020-23
ガイダンス：屋外で操作するためのヒントシート：パーソナルサービス

⼈員と顧客は常にフェイスカバーを着⽤する必要があります。
フェイスカバーを外さないと提供できないサービスは現在禁⽌されています。
屋内よりも屋外での操作をお勧めします。

⾷料品、薬局、ファーマーズマーケット：指令-2020-07
COVID-19中に店内での買い物やサービスを提供する⼩売業向けのヒントとFAQ

看板、換気、計量に関する新しい要件。
バルクビンを安全に使⽤するための新しいガイダンス。

ホテルおよび宿泊施設：指令-2020-29
COVID-19中に宿泊施設に滞在するためのヒント

宿泊施設は、必須ではない旅⾏のために10ベイエリア郡内からの予約を受け⼊れる場合があり
ます。
宿泊施設は、（1）予約が10⽇を超える場合、（2）宿泊施設に滞在する⼈が最初の10⽇間検疫
する場合に限り、ベイエリア10郡外からの予約を受け⼊れることができます。
屋外プールと屋外ダイニングが許可されています（ダイニングを参照）。
屋内ダイニング、屋内ジム、屋内プール、会議室、ビジネスセンター、ラウンジエリア、その
他の屋内集会所はありません。
新しい休憩室の要件を含め、換気標識を掲⽰する必要があります。

屋内博物館、動物園、⽔族館：指令-2020-32
屋外操作の変更：

承認された計画では、野外博物館は許可され、収容⼈数の制限はありません。
承認された計画では、屋外動物園が許可され、容量制限は最⼤50％です。

 
集会
屋外集会：指令-2020-19

収集のためのヒントとFAQ
屋外集会に参加する参加者と主催者のためのベストプラクティス

ドライブインギャザリング：指令2020-28c
収集のためのヒントとFAQ
屋外集会に参加する参加者と主催者のためのベストプラクティス

 
フィットネスとアクティビティ
ジム/フィットネス、屋内（制限付き）：指令2020-31

暫定ガイダンス：ジム、フィットネスセンター（屋内および屋外）
新しい休憩室の要件を含め、換気標識を掲⽰する必要があります。
屋内1対1のパーソナルトレーニングのみが許可されています。それ以外の場合、屋内ジムまた
はフィットネスは、追って通知があるまで停⽌されます。 

ジム/フィットネス、屋外：指令2020-27
暫定ガイダンス：ジム、フィットネスセンター（屋内および屋外）

屋外ジムは許さ、N容量限界O、社会遠ざけるが必要です。
アウトドアフィットネスクラス定員は最⼤25名までです。

テニス、ピックルボール、ゴルフ：指令-2020-15

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-23-Personal-Services-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-Guidance-Outdoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-07-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-32-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-28-Drive-in-Gatherings.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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-31-Indoor-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-15-Tennis-Golf.pdf


ゴルフキャパシティの制限は最⼤4⼈で、ゴルフカートごとに1⼈のゴルファーで、ティータイムは少な
くとも10分ずれています。
テニスの定員は最⼤4⼈に制限され、チームごとに1世帯で2倍になります。
ピックルボールの収容⼈数は、異なる世帯から最⼤2⼈（シングルのみ）に制限されています。

遊び場と家族向け娯楽センター：付録C-1
屋外スケートパーク、屋外ローラー、アイスリンクの容量制限は最⼤25％です。
屋外の遊び場、屋外のバッティングケージ、屋外のミニゴルフが許可されています

 
学校と教育
TK-12学校を対⾯で再開し、現場で指導する：2020年から2021年までの予備ガイダンス
 
DISTRICT 10 SMALL BUSINESS REVOLVING LOAN FUND *新規*
ワーキングソリューションは、I nはルネッサンスアントレプレナーシップ・センターと提携し、ベイビューハ
ンターズポイントと他のD10の地域での事業のためにサンフランシスコの地区10を提供するために、新たな融
資基⾦を⽴ち上げている、ファンドは5％の固定⾦利で$ 5,000の$ 50,000マイクロローンを提供します3年から5
年の期間。資⾦提供は、D10実施委員会によって可能になります。申し込みは順次受け付けます。クリックこ
こで詳細は。中⼩企業は、事前申請フォームに記⼊することで、申請の最初の⼀歩を踏み出すことができます 
。
 
CA SMALL BUSINESS COVID-19救済助成⾦–ラウンド2が2⽉にオープンします。2
ラウンド2は、2⽉2⽇から2⽉8⽇までの申し込みを受け付けています。ラウンド1に申し込みをした場合、承認
通知は2021年1⽉15⽇から1⽉22⽇まで順次⾏われます。ラウンド1で授与されなかったが、対象となる応募者
は、 2回⽬のラウンドで⾃動的に考慮されます。再申請する必要はありません。この州のプログラムは、対象
となる中⼩企業や⾮営利団体に5,000ドルから25,000ドルのマイクログラントを提供します。このプログラム
は、テクノロジー対応のコミュニティ貸し⼿であるCA Office of Small Business Advocate andLendistryによって管
理されています。ラウンド2の準備として、これらのリソースを確認してください：アプリケーションのヒン
ト、オンデマンドビデオ（複数の⾔語）、アプリケーションガイド、およびFAQ。
 
訪問CAReliefGrant.com詳細について。申請については、地元のパートナー組織にお問い合わせください。 
 
予防接種通知のサインアップ
サンフランシスコに住んでいる、または働いている場合は、ワクチンの通知を受け取るためにサインアップし
てください。市は、サンフランシスコに住んで働いている⼈々が情報を⼊⼒し、予防接種を受ける資格が得ら
れたら通知を受けるためのWebページを作成しました。sf.gov/vaccineno�fyでワクチン通知にサインアップして
ください。クリックしてここにSFでCOVID-19ワクチンの詳細については。
 
⽣き残るためにあなたの中⼩企業は何を必要としますか？

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.workingsolutions.org/loan-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.tfaforms.com/4770370
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/tips/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/01/FOR-WEBSITE-ONLY-CRG-All-Businesses-Program-and-Application-Guide-Public-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/get-notified-when-its-your-turn-vaccine/confirm
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まだ記⼊していない場合は、中⼩企業のCOVID-19影響調査に記⼊してください。サンフランシスコ中⼩企業委
員会は、サンフランシスコ州⽴⼤学のエコノミストと提携して、パンデミックから回復し、⻑期的に再建する
ためにサンフランシスコの中⼩企業が何を必要としているかをよりよく理解しています。地元の意思決定者が
アドボカシーであなたのニーズを定量化できるように、あなたが参加してあなたの経験を⽐較検討することを
願っています。調査は、調査を完了するのに10分かかります。すべての回答は秘密にされます。
 
クリックしてここに開始するために調査を。バージョンは、スペイン語、中国語、アラビア語、韓国語、⽇本
語、ロシア語、フィリピン語、またはベトナム語でも利⽤できます。

ウェビナー：
COVID-19救済助成プログラム第2ラウンドとCA中⼩企業のための救済プログラム–複数の⽇付
カリフォルニアスモールビジネスCOVID-19救済助成プログラムの概要と州および連邦ビジネスの最新情報につ
いては、スモールビジネスマジョリティに参加してください。
2⽉1⽇午後1時| 2⽉2⽇午前10時| 2⽉3⽇午後1時| 2⽉4⽇午後1時| 2⽉5⽇午後1時| 2⽉8⽇午後1時
 

COVID-19緊急対応ウェビナー- 1
回⽬
＆3は

、RD
午後2:00で、各⽉の⽕曜⽇

の経済と労働⼒開発のザ・サンフランシスコオフィス（OEWD）はCOVID-19の影響を受け、企業と労働者を⽀

援するために仮想情報のセッションを提供しています。ウェビナーは1に保持されている
ST

と3
番⽬の

各⽉の⽕曜
⽇。登録したセッションのために時間Eの再。
 
中⼩企業のリソース
継続的な更新については、OEWDのWebページをここで確認してください。サンフランシスコの中⼩企業のサ
ポートの詳細については、市⻑のブログをご覧ください。 
 
助成⾦とローン
 
ペイチェック保護プログラム-オープン
SBAは、新規の借り⼿と特定の既存のPPP借り⼿のためにPaycheck Protec�on Program（PPP）を再開しました。
PPPに2,840億ドルが追加され、適格性が拡⼤し、柔軟性が向上し、追加コストがカバーされ、ローンの免除が
容易になり、以前のPPP受信者が2回⽬のPPPローンを取得できるようになりました。新しいローンの詳細、お
よび⽀援できるSFベースの技術⽀援プロバイダーの詳細については、ここをクリックしてください。PPPの詳
細については、sba.gov / pppにアクセスしてください。
 
カリフォルニア州は、基⾦の再構築- OPENローンは、パンデミック時に責任を、⼿頃な価格の資本へのアクセ
ス権を持つCA中⼩企業を提供するために、公共および⺠間企業の州全体の取り組みとして地域社会の貸し⼿を

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://tinyurl.com/SFsmallbizsurvey
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://iercc.glueup.com/event/round-2-covid-19-relief-grant-program-32071/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/r2-5
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce6qrTsuEtbWpF9l8L4OEWp8CZWOG43Y
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://londonbreed.medium.com/supporting-our-small-businesses-def71f4633a1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23PPP%2520Update#PPP%20Update
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program


参加によって提供されています。2019年に最⼤50⼈のフルタイム従業員がいて、総収⼊が250万ドル以下の企
業が応募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が再開に輝く-OPEN企業は、屋外のバリアや家具など、店頭のCOVID-19安全対策の⽀払いを⽀援することが
できます。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-OPEN ; 申請期限1/31
共有スペースの場所の構築と運⽤に関連する費⽤の企業への払い戻し。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、または主に少数の顧客にサービスを提供するビジネスなど、市の公平性
の⽬標を推進する地元所有の少数所有ビジネスが優先されます。詳細はこちら。 
 
5,000ドルから2万ドルのSF救済助成⾦*まもなくオープン*
サンフランシスコは、中⼩企業の運営を安定させるために5千ドルから2万ドルの助成⾦を交付しています。こ
のプログラムは、有⾊⼈種、⼥性、⻑年の企業、外出禁⽌令の影響を最も受けている中⼩企業、および州や連
邦のプログラムから除外されているか、アクセスできない中⼩企業をサポートします。このプログラムは開発
中であり、2⽉に開始される予定です。更新については、OEWDのページを確認してください。 
 
 
追加のリソース
 
企業および⾮営利団体向けの無料PPE
サンフランシスコの企業は、このGoogleフォームに記⼊することで、市のCOVID-19コマンドセンターからフェ
イスシールドと⼿指消毒剤をリクエストできます。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
されます。質問については、covidppe @ sfgov.orgにお問い合わせください。   
 
SFグリーンビジネスプログラム-500ドルのリベートグリーン化する間、お⾦を節約しましょう！サンフランシ
スコグリーンビジネスプログラムに参加して、LEDライト、ENERGYSTAR®アプライアンス、堆肥化可能または再
利⽤可能な持ち帰り⽤ウェア、より安全なクリーニングおよび消毒製品などのアイテムに対して最⼤500ドル
のリベートを獲得してください。資格を得るには、企業はグリーンビジネスプログラムの最初の認定段階を完
了する必要があります。今すぐサインアップ-リベートは先着順で利⽤でき、資⾦は残ります。詳細について
は、kevin.kumataka @ sfgov.orgに電⼦メールを送信してください。  

  
 
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、彼らの上下⽔道代に最⼤20％の削減と中⼩企業や⾮営利の顧客を⽀
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ました。こちらか
らお申し込みください。
 
消費税の軽減
消費税が100万ドル未満のCA納税者には、⾃動的に3か⽉の税延⻑があり、課税対象の売上が最⼤500万ドルの
企業には、既存の利息と違約⾦のない⽀払い契約が延⻑され、⼤企業向けの⽀払いオプションが拡張されま
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す。 。詳細については、ここをクリックしてください。
 
 
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企業に販売し、このリストへの追加を
希望する企業は、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。
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