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中⼩企業Eニュースレターのオフィス
 
件名：再開のためのSF計画; 旅⾏検疫が解除されました
 
2021年2⽉2⽇6⽇
 
親愛なるRのEADER、
 
週末に向かう前に、中⼩企業向けの発表とリソースのまとめを共有します。今週初め、ニューサム知事はカ
リフォルニア州⺠に緊急の救済を提供する⽴法パッケージに署名しました。私たちの⽉曜⽇の電⼦ニュース
では、ワットeは提供パッケージに含まれている中⼩企業の救済の概要を説明。Y OUはできここでそれを読
んで、あなたがそれを逃した場合。
 
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：
⾚層に割り当てられたときに再開するためのSF計画
市をレッドティアに割り当てるための州の基準に関連するサンフランシスコの現在の健康指標の分析に基づ
いて、市の公衆衛⽣当局は、3⽉3⽇⽔曜⽇までにレッドティアに進むことができると予想しています。公衆
衛⽣局は、レッドティアに割り当てられた後に許可された活動ができるだけ早く開始される可能性があるこ
とを意図して、そのタイムラインを念頭に置いて保健命令を準備しています。
 
昨⽇経済労働⼒開発局が開催したウェビナーで共有されたように、市は、⾚の層に割り当てられると、紫の
層で許可されている残りのアクティビティと、⾚で許可されているほとんどのアクティビティを開く予定で
あることをプレビューしました。含む階層：

6⼈までの3世帯を可能にする屋外ダイニングの拡⼤
屋内ダイニング（フルミールサービスのバー、フードコート、ホテルのレストランなどを含む）を
25％の容量で開くが、1世帯から最⼤4⼈に制限されているため、屋内ディナーサービスは午後10時ま
でに終了する必要があります。その他の安全要件
特定の健康と安全対策を講じて、屋外と屋内でフェイスマスクの取り外しを必要とするパーソナルサ
ービスを許可する
10％の容量で屋内ジムとフィットネスセンターを開く
譲歩なしで25％の容量で屋内映画館を開く
25％の容量で屋内博物館、動物園、⽔族館を開く
フェリスホイール、カルーセル、電⾞の乗り物など、屋外のスタンドアロン遊園地の乗り物を開く
午後10時から午前5時までの集会や重要でないビジネス活動に対する夜間の制限を解除する
屋内プールの限定的な使⽤を許可する
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市の再開計画は、⾮常にダイナミックな公衆衛⽣の状況と州のガイダンスの両⽅に対応していることに注意
してください。変更される場合があります。正式にレッドティアに割り当てられ、更新された地域の健康命
令が発⾏されるまで、再開が計画どおりに進むことを保証することはできません。情報が継続的に更新され
ているため、企業は引き続き公衆衛⽣局のWebサイトで、あなたのビジネスに関連する健康命令および指令
の更新を確認する必要があります。      
 
10⽇間のSF旅⾏検疫が解除されました
トラベルクォーアの注⽂は2⽉に取り消されます。23 。ベイエリア地域外への必須ではない旅⾏に従事する
サンフランシスコの⼈々は、帰宅後10⽇間検疫する必要がなくなります。健康順が実施された12⽉17⽇に感
謝祭の旅から例の急増に対応して。市がウイルス管理の継続的な進歩を⽰したときに、リフトが来ます。市
は1⽇あたり89件の7⽇間の平均を記録しています。これは、直近の急増のピーク時の1⽇あたり374件の7⽇間
の平均の最⾼値から76 ％減少しています。T彼市は強く、⼈々は120マイル離れた⾃宅から⾮必須トラベルど
こでも状態の外側または反対アドバイス州旅⾏助⾔に従うことをお勧めし続け、そして⼈々がいることを衝
動に到着あるいは他の州や国からの復帰は、⾃⼰なければなりません到着後10⽇間の検疫。必須の旅⾏の定
義については、市の外出禁⽌令を参照してください。
 
$ 2.5M追加したアフリカ系アメリカ⼈のリボルビング融資資⾦で2⽉22⽇、市⻑ロンドン・ブリード、経済お
よび労働⼒開発のオフィス（OEWD）、メインストリートを起動し、SFコマースのアフリカ系アメリカ⼈商
⼯会議が発表された中に$ 250万三多額の投資を市のアフリカ系アメリカ⼈中⼩企業回転ローンファンド
（AARLF）。歴史的基⾦は、パンデミックの不均衡な影響から⽣じる多くの⿊⼈所有および⿊⼈奉仕のサン
フランシスコ企業の危険な⽴場に対処するために、ブリード市⻑によって設⽴されました。追加投資によ
り、確保された資⾦の合計は630万ドルになり、ファンドは推定150の事業を⽀援できるようになります。
Main Street Launchにより、対象となる企業に引き続き資⾦が⽀払われます。 

 
健康ガイダンスの更新
SF公衆衛⽣局（DPH）は、以下の健康ガイダンスを更新しました。新規および更新されたリソースのリスト
は、こちらから⼊⼿できます。

SFワクチン提供者のための健康勧告：COVID-19ワクチンのフェーズ1b適格性の拡⼤（2/23/21）
学校外時間プログラムの暫定ガイダンス（21年2⽉23⽇更新）
チャイルドケアプログラムの暫定ガイダンス（21年2⽉24⽇更新）
旅⾏検疫に関するFAQ（21年2⽉23⽇更新）

 
CAの理髪および美容のライセンシーとFAQの免除
COVID-19パンデミックの影響を受けた企業に対するニューサム知事の経済的救済パッケージの⼀環として、
カリフォルニア州消費者問題局理髪化粧品局（BBC）は、ライセンシーの更新料を免除しています。すべて
のBBC個⼈ライセンスおよび設⽴ライセンスの2021年および2022年に⽀払われるべき更新料は免除されま
す。料⾦免除前に2021年に更新されたライセンスは、次の更新サイクルで無料でライセンスが発⾏されま
す。
 
料⾦リリーフ確認よくある質問と訪問barbercosmo.ca.goのV / covid19詳細については、を。ライセンシーで
質問がある場合は、Barbering andCosmetologyのBoard（barbercosmo@dca.ca.gov）に電⼦メールを送信してく
ださい。 
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BAY AREA持続可能なビジネス課題
ザ・CAグリーンビジネスネットワークとSFベイエリアグリーンビジネスプログラムは、3⽉の間、ベイエリ
ア持続可能なビジネス上の課題を開始しています。グリーンビジネスプログラム、利⽤可能な500ドルのマ
イクログラント、グリーンビジネスに登録する⽅法についての短いオンライン情報セッションに参加して、
チャレンジに参加してください。参加するには、ビデオとオーディオを備えたコンピューターが必要です。
セッションは3⽉にのみ提供され、リベート資⾦は先着順で利⽤できます。12のアクションを完了したチャ
レンジャーは、最初に500ドルのリベートと、チャレンジをサポートする無料のリソースを提供します。乗
り挑戦にして、持続可能性の旅を開始！今⽇サインアップしてください。

ウェビナー：
SFグリーンビジネス情報ウェビナー–⽔、3/3午後5時
ルネッサンスとエン2アクションに参加して、SFグリーンビジネスプログラムに関する情報ウェビナーをご
覧ください。お⾦を節約し、顧客を引き付け、リソースを節約します。グリーン購⼊またはアップグレード
には、最⼤1,000ドルの資⾦を利⽤できます。ここで登録します。 
 
2021年家族および介護休暇ワークショップ– 3/11（⽊）午前9時
CA公正雇⽤住宅局（DFEH）、CA雇⽤開発局（EDD）、CA労働委員会事務局、SF労働基準施⾏局（OLSE）に参
加して、妊娠中の従業員の休暇と給付に関する新しい法律について学びましょう。または、新しい親になる
か、COVID-19などの深刻な病気にかかっている、または持っている家族の世話をしている。ここで登録しま
す。 
 
SBDCウィークリーウェビナー–⽕曜⽇の午後1時と⽔曜⽇の午前10時30分
中⼩企業開発センターの仲間たち-サンフランシスコ、カリフォルニア北部センター-ホスト経常ウェビナー
上の⽕曜⽇（SF）と⽔曜⽇（北カルフォルニア）の中⼩企業のためのCOVID-19を介して利⽤可能な救済SBA
なPPP / EIDLとして、及びその他の救済CA ReliefGrantのような助成⾦。各ウェビナーは発表をカバーし、プレ
ゼンテーションに続いて広範なQ＆Aセッションを提供します。

SF SBDCカレンダーについては、ここをクリックしてください。彼らの毎週のセッションは⽕曜⽇の
午後1時です
ここに登録して10:30に⽔曜⽇のための北カルフォルニアSBDC

中⼩企業の助成⾦やローン：
継続的な更新については、OEWDのCOVID-19リソースページを確認してください。SF中⼩企業のための
COVID-19救援活動についての市⻑のブログをここで読んでください。  
 
ペイチェック保護プログラム（連邦）
SBAは、給与保護プログラム（PPP）をリニューアルオープンし、新たな借り⼿と特定の既存のPPPの借り⼿
のために、拡張編の適格性と柔軟性。P revious PPP受信者がすることができる第⼆のPPP融資を得る特定の適
格基準がmである場合等。詳細と助けることができるSFベースの技術⽀援の提供、こちらをクリックしてく
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。

今週初め、バイデン⼤統領は、中⼩企業庁（SBA）のコロナウイルス救済プログラムの変更を発表し、公平
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性を確保し、⼩規模企業へのリーチを⽀援しました。2⽉24⽇から3⽉まで。10、SBAは、従業員が20⼈以下
で、個⼈事業主のみの企業にPPPローンを提供します。これにより、貸し⼿とコミュニティパートナーは、
⼩規模企業と協⼒して申請書を提出する時間を増やすことができます。また、⼤規模なPPP適格企業は、
2021年3⽉31⽇にプログラムが期限切れになる前に、申請してサポートを受けるための⼗分な時間を確保でき
ます。 。    
 
経済的傷害災害ローン（連邦）
EIDLプログラムは、COVID- 19により⼀時的に収益が失われている企業に経済的救済を提供するように設計さ
れています。資⾦は、3.75％の固定⾦利と、次のローン期間で運転資⾦と通常の営業費⽤に使⽤できます。
30年。⽀払いは1年間延期されますが、利息は引き続き発⽣します。詳細および申し込みについては、こち
らをご覧ください。  
 
カリフォルニア再建基⾦（州）パンデミック時にCA中⼩企業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の貸し⼿によって提供されるローン。2019年に最⼤50⼈のFTE
を持ち、総収益が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シャイン・フォー・リニューアル（SF）
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⼿伝うことができます。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。  
 
D10中⼩企業向けリボルビングローンファンド（SF）
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、$ 5マイクロローンのk $ 50からkがご利
⽤いただけますと5％の固定⾦利3に5年間の⽤語。申し込みは順次受け付けます。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* （SF）
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、まもなく開始される予定です。更新については、こちらを確認してください。

追加のリソース：
カリフォルニア（州）の稼働
T彼CAスモールビジネスの提唱者の事務所とeBayは最⼤の起動＆300まで提供されますカリフォルニア州のプ
ログラム実⾏されるCA 6週間のeコマースのトレーニングで、中⼩企業のプログラムにそれらをオンライン
で⼊⼿し、成⻑の助けにします。興味がある企業は、出願期間中に適⽤すべきで終わる3⽉11⽇のフルの詳
細があり利⽤可能でebay.com/California。
 
企業および⾮営利団体（SF）向けの無料PPE
⼀部のコミュニティ組織では、地元企業向けの無料PPEの供給がまだ限られています。クリックしてここに
PPEが利⽤可能であるかどうかを確認するために組織のリストのため。市のCOVID-19コマンドセンターから
⼤量のフェイスシールドと⼿指消毒剤を注⽂するには、このフォームに記⼊してください。配送は、通常は
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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。   
 
JAM許可（SF）
パンデミック時に屋外スペースで娯楽または増幅された⾳を提供するための新しい無料許可を申請してくだ
さい。注：許可されたエンターテインメントの場所（POE）または限定ライブパフォーマンス（LLP）の場所
で屋外エンターテインメントをホストする許可をすでに持っている場合は、この許可は必要ありません。詳
細はsf.gov/jamをご覧ください。 
 
SFグリーンビジネスプログラム-$ 500リベート（SF）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。  
 
 
ユーティリティ請求救済プログラムの延⻑（SF）
サンフランシスコ公益事業委員会は、2021年6⽉30⽇までの6か⽉間、請求救済プログラムを延⻑し、中⼩企
業や⾮営利の顧客が上下⽔道料⾦を最⼤20％節約できるよう⽀援しました。こちらからお申し込みくださ
い。

進⾏中のリソース：
以下のためにローカルおよび国家V accine I nforma�on 、クリックしてください：サンフランシスコ| カリフ
ォルニア

サンフランシスコに住んでいますか、それとも働いていますか？ワクチンの資格があるときに通知を
受け取るためにサインアップしてください。

 
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。リストに追加するには、sfosb @ sfgov.orgに
電⼦メールを送信してください。
 
ローカルコロナウイルス（COVID-19）健康注⽂はされていここに。健康ディレクティブの業務⽤ができてい
る⾒つけ、ここ。健康命令に関するFAQは、市の弁護⼠のWebサイトに掲載されています。
 
市⻑の宣⾔に関連COVID-19がされたここで、と市⻑のプレスリリースは、発⾒され、ここで。
 
Bの可能性について電⼦警告詐欺スキーム景気刺激策に関連します。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。
 
311はSFの主要なカスタマーサービスセンターです。オンラインでお問い合わせを送信するか、ダイヤル3-1-
1（SF内）または415-701-2311に電話してください。市の公式テキスト更新については、「COVID19SF 」を888-
777にテキスト送信してください。
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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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