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中⼩企業ニュースレターの

件名：SFがレッドティアに移⾏-⼀部のビズとアクティビティが再開
 
 
2021年3⽉2⽇
 
 
親愛なる読者、
 
サンフランシスコが州のレッドティアに移動し、明⽇からいくつかのビジネスと活動を再開するという良い
ニュースで⽉を始めます。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。    
 
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。 
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
 
 
発表：
SFは⾚の層に移動します
ロンドンブリード市⻑と保健局⻑のグラントコルファックス博⼠は本⽇、サンフランシスコ市が州からレッ
ドティアに割り当てられた後、州が許可するほとんどの事業と活動を再開すると発表しました。新規および
拡張されたビジネスおよび活動は、必要な安全プロトコルに準拠している限り、3⽉3⽇⽔曜⽇の午前8時か
ら再開できます。
 
2021年3⽉3⽇⽔曜⽇に再開する活動
次のアクティビティが再開される場合があります。

屋内ダイニングとフードコート
レストラン、⾷事を提供するバー、カフェやコーヒーショップ、ホテル、美術館、ショッピ
ングモールのフードコートでの屋内ダイニングは、最⼤収容⼈数の25％または100⼈のいずれ
か少ない⽅で開くことができます。
サンフランシスコでは、屋内ダイニングテーブルを最⼤4⼈までの1世帯のメンバーに制限
し、屋内サービスは午後10時までに終了する必要があります。 

屋内および屋外のパーソナルサービス
マスクの取り外しが必要なパーソナルサービスは屋外で⾏うことができ、サービスプロバイ
ダーはN95またはその他の適切なマスクを着⽤します。
マスクの取り外しが必要なパーソナルサービスは、サービスが他の⼈から少なくとも6フィー
ト離れて提供され、できれば別の部屋で提供され、サービスプロバイダーがN95またはその他
の適切なマスクを着⽤している場合に屋内で発⽣する可能性があります。

屋内フィットネス

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopens-some-businesses-and-activities-it-moves-states-red-tier
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ジムやクライミングウォールは、最⼤10％の容量で屋内で再開できます。
ストレッチ、ヨガ、瞑想などの穏やかな屋内フィットネスクラスは、屋内フィットネスガイ
ドラインの範囲内で機能する場合があります。
現在、屋内ロッカールームとシャワーは閉鎖されたままです。屋内サウナ、スチームルー
ム、ホットタブは州の規則により閉鎖されたままです。  

屋内博物館、動物園、⽔族館
屋内の美術館、動物園、⽔族館は、承認された安全計画で最⼤25％の容量で開くことができ
ます。  

屋内葬儀秒
葬儀は、最⼤25％の収容能⼒で屋内で⾏うことができます。
屋内と屋外の同時サービスは⾏われない場合があります。

屋内政治デモ
政治デモは、最⼤収容⼈数の25％まで屋内で⾏われる可能性があります。

学校
まだ再開していない中学校と⾼校は、保健官によって承認されたCOVID-19安全計画を使⽤し
て、直接の指導のために再開することができます。⼩学校は、これまでのように、再開を続
ける可能性があります。

屋外のスタンドアロン遊園地の乗り物
フェリスホイール、カルーセル、電⾞の乗り物などの屋外のスタンドアロン遊園地の乗り物
が開きます。観覧⾞や電⾞など、それぞれのスペースに住むことができるのは1世帯だけで
す。 

屋内映画館
屋内映画館は、最⼤25％または100⼈の収容⼈数で開くことができますが、飲⾷物の譲歩はあ
りません。
複数の講堂がある場合、複合施設全体の収容⼈数が25％を超えない限り、各講堂は25％または
100⼈のいずれか少ない⽅に制限されます。 

屋内プール
屋内プールは最⼤25％の容量を開くことができますが、⼦供向けの基本的な⽔泳と溺⽔防⽌
のクラスのみが対象です。
屋外プールは、幅広い⽤途に利⽤できます。

 
以下の活動により、運⽤能⼒が拡⼤する可能性があります。

屋外の集まり
3世帯から最⼤12⼈の⼩規模な野外集会を継続できます
飲⾷を伴う野外集会は、3世帯から最⼤6⼈まで拡⼤する可能性があります。

屋外ダイニング
屋外での⾷事は、1テーブルあたり2世帯から6⼈まで、3世帯から6⼈まで拡⼤され、午後10時
までにサービスを終了する必要がなくなります。
さらに、12⽉6⽇より前に距離を置く代わりにテーブル間にバリアを構築した企業の場合、そ
れらのバリアはそのままにしておくことができます。必要な6フィートの距離を置き換えるこ
とを⽬的とした新しいバリアは構築されない場合があります。 

ホテルおよびその他の宿泊施設
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ホテルや宿泊施設は、ガイドラインに従ってダイニングやフィットネス施設を開くことがで
きます。
ベイエリア外からの旅⾏者に対するサンフランシスコの旅⾏検疫は解除されましたが、州外
または120マイルを超える旅⾏者からの10⽇間の検疫を義務付ける州の旅⾏勧告は残っていま
す。

ドライブイン会場
最⼤6⼈のパフォーマーによるライブエンターテイメントは、1台の⾞につき1世帯で、最⼤100
台の⾞のコンテキストでドライブで開くことができます。
顧客が⾞両でのみ計量および飲⾷を⾏う指定されたエリアにいる場合、直接注⽂または譲歩
の受け取りが開始される場合があります。

不動産
不動産の表⽰は、仮想的に⾏う必要があります。仮想表⽰が不可能な場合は、物件を表⽰ま
たは表⽰する⼈数に制限のない予約によって⾏う必要があります。
現時点では、オープンハウスは許可されていません。

アウトドアユースプログラムと学校外の時間プログラム
コミュニティハブ、ユーススポーツ、放課後プログラムなど、学齢期の⼦供や若者向けの学
校外の時間プログラムでは、屋外コホートが25⼈の⼦供や若者に増える可能性があります。
若者は⼀度に1つのプログラムにのみ参加できます。

⾼等教育と成⼈教育
⾼等教育、職業教育、成⼈教育の機関での対⾯授業は、最⼤25⼈の学⽣が屋外で⾏うことが
できます。
特殊な機器が必要な場合、クラスは25％の容量で屋内で⾏うことができます。または、コア
の必須サービスの場合は、6フィートの物理的距離を維持できる限り、容量の制限なしで⾏う
ことができます。
屋内講義はできません。

野外レクリエーション
ダブルステニスとダブルスピックルボールは、最⼤4世帯のメンバーで再開できます。  
3世帯から最⼤12⼈が、屋外での低、中、⾼のコンタクトスポーツを追求できます。
監督下のユースまたはアダルトリーグまたはクラブの⼀部である場合、ソフトボール、フィ
ールドホッケー、体操などの屋外の中程度および⾼接触のスポーツ、ならびにサッカー、バ
スケットボール、サッカーは、チームあたり最⼤25⼈の安定したグループで再開できます。
DPHの安全上の注意。
競技会は、郡内で、または隣接する郡（つまり、マリン、サンマテオ、アラメダ）のチーム
と同等またはそれ以下の制限のある階層でのみ発⽣する可能性があります。州のガイドライ
ンに従い、州外のトーナメントへの旅⾏は⾏われない場合があります。 

 
サン・フランシスコの再開アップデートはオンライン明⽇、3⽉3⽇で利⽤できるようになります
SF.gov/reopening。  
 
健康ガイダンスの更新
SF公衆衛⽣局（DPH）は、3⽉2⽇以降、以下のすべての⽂書を更新しました。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。 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/reopening
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
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外出禁⽌令C19-07t 
C19-07への変更の概要–重要な変更は⻩⾊で強調表⽰されています。
付録A | 付録B | 付録C-1 | 付録C-2      
A-1⼈事スクリーニングハンドアウト| A-2⾮⼈事スクリーニングハンドアウト
注：SFの夜間の制限が解除されたため、午後10時の閉鎖要件は、屋外での⾷事や、屋内での⾷事を除
くその他の重要でないビジネスや集まりには適⽤されなくなりました。
 
⾷事のための⾷事指導| 共有スペースに関する情報| 安全衛⽣計画（HSP 2020-16f⽤）室内のダイニン
グでは、k個のEYのハイライトsが、これらに限定されません： 
 

常連客のみに基づいて最⼤25％の占有率で開き、100⼈以下で、テーブルの間隔が6フィート以
上（あるテーブルの椅⼦から別のテーブルの椅⼦まで測定）で、次の追加のSF制限が適⽤さ
れます。

テーブルは1世帯から4⼈に制限されています。
テレビやライブエンターテイメントは許可されていません。
各座席は2時間に制限されています。
飲⾷店は、少なくとも1つのDPH換気対策を実施し、⼊り⼝にプラカードを表⽰する必
要があります。
屋内ダイニングは午後10時までに閉店する必要があり（つまり、屋内サービスは午後
10時までに停⽌し、ゲストは午後10時30分までにすべてのテーブルを離れる必要があ
ります）、午前5時まで閉店したままにします。屋外ダイニングとテイクアウトサービ
スは、これらの夜間時間の対象ではありません。制限。
できるだけ早く、2021年3⽉10⽇までに（つまり、健康命令が発効してから1週間
後）、⼀般に公開されているすべての飲⾷店（屋内または屋外）は、関連する相対リ
スクを説明する看板を掲⽰する必要があります。ダイニング。看板は次のことを⾏う
必要があります。（1）屋外での⾷事は屋内での⾷事よりも⼀般的に安全であることを
すべての常連客にアドバイスします。（2）ワクチン未接種の⾼齢者や、慢性疾患また
は免疫システムが低下している他のワクチン未接種の⼈々、およびそれらと同居して
いる⼈々は、現時点では外⾷を延期することを推奨します。（3）屋外のダイニングの
常連客に、着席した常連客の距離が6フィート以上の座席配置は、6フィート未満の距
離のバリアを使⽤した座席配置よりも⼀般的に安全であることをアドバイスします。
市は、この要件を満たすテンプレートサインを利⽤できるようにします。
すべての飲⾷店（屋内および屋外またはテイクアウトの飲⾷店を含む）は、予防接種
を受ける⽅法に関する情報を記載した看板を屋内に掲⽰する必要があります。

 
持ち帰り⽤の⾷品準備または⾷品配送⽤の配送ガイダンス| 安全衛⽣計画（2020-05年のHSP） 

 
屋内パーソナルサービスの屋内パーソナルサービスに関するガイダンス| 安全衛⽣計画（2020-30dの
HSP） 
 
 
パーソナルサービスアウトドアパーソナルケアサービスのためのアウトドアガイダンス| 安全衛⽣計
画（2020-23dのHSP） 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-B-Construction.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&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=en&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=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://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.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/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/Directive-2020-05-Food-Prep-TakeOut-Delivery.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/information/food-deliveries-and-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-05-Food-Prep-TakeOut-Delivery.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/information/food-deliveries-and-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-05-HSP-Food-Takeout.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-Tips-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-HSP-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-HSP-Personal-Services-Outdoors.pdf
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屋内ジムおよびフィットネスセンタージムおよびフィットネスセンターのガイダンス（屋内および屋
外） | 安全衛⽣計画（2020-31 cのHSP ） | スクリーニング配布物 
 
 
レクリエーションスポーツ–⻘少年および成⼈–新しい健康と安全計画（2021 - 01年のHSP） 
 
 
宿泊施設GのためのヒントuはESTよ宿泊施設で| 宿泊施設でのゲストの健康診断| 安全衛⽣計画（2020-
29fのHSP） 
 
 
⾼等教育プログラム⾼等教育プログラムのためのガイダンス| 安全衛⽣計画（2020-22gのHSP） | 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| 洗浄および換気プロトコルに関するアンケ
ート 
 
 
屋内映画館屋内映画館のためのガイダンス| 安全衛⽣計画（2020-35bのHSP） 
 
 
博物館、動物園、⽔族館の安全衛⽣計画（2020-32cのHSP） 
 
 
テニス、ピックルボール、ゴルフの健康と安全計画（2020-15eのHSP） 
 
 
ドライブインギャザリング安全衛⽣計画（2020-28dのHSP） 
 
 
屋外集会のベストプラクティス| 安全衛⽣計画（2020-19fのHSP） 

ウェビナー：
LBEビジネスの認定：必要なことを学びましょう！– 2021年3⽉3⽇⽔曜⽇午前10時これらの無料のワークショ
ップシリーズ
を通じて、サンフランシスコ市および郡との契約について知っておく必要のあるすべてを学びましょう。サ
ンフランシスコ契約監視部⾨（CMD）は、毎⽉⽔曜⽇に無料のワークショップを提供しています。してくだ
さいは、RSVPへの電⼦メールを介してlbecert@sfgov.org情報でログの。
 
中⼩企業向けのPPPアップデート–ウェビナーシリーズ
中⼩企業庁は、Paycheck Protec�on Program（PPP）にいくつかの重要な変更を加えました。これは、アメリ
カの⼩規模企業が排他的にアクセスできるようにするために、限られた時間だけ利⽤できるようになりま
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す。従業員が20⼈以下の中⼩企業の経営者、または⾃営業者の場合。あなたのための新しい情報がありま
す。⽶国中⼩企業庁、Public Private Strategies Ins�tute、およびその他の利害関係者が主催する⼀連のウェビ
ナーに参加して、以下について聞いてください。

2021年3⽉9⽇⽕曜⽇の午後5時（東部標準時間）に終了するこの特別な機会を利⽤するために、今ど
のような⼿順を実⾏できますか。
Biden-HarrisAdministra�onによる追加の変更と最近のポリシー発表
SBAリーダーシップによってあなたの質問に答えてもらいます

 
スケジュールや登録リンクについては以下を参照してください秒。
 

3⽉3⽇午前9時30分PT 、⼥性ビジネスオーナー、ここをクリックして登録してください。
3⽉4⽇、12 ：00午後P T、アジア系アメリカ⼈+太平洋諸島、ネイティブアメリカンの部族+スモール
ビジネスオーナーの。再するには、ここをクリックしグラムister。 
3⽉5⽇、1 0 ：00 .M。P T、⿊⼈+アフリカ系アメリカ⼈の中⼩企業経営者、彼⼥のeをクリックして登
録します。  
3⽉5⽇、12 ：00午後P T、ヒスパニック系の中⼩企業の所有者は、こちらをクリックしてT Oレジス
タ。
3⽉6⽇、11 ：00 .M。P T、退役軍⼈、⾃営業者、登録するにはここをクリックしてください。
3⽉8⽇、12 ：00午後P T、LGTBQビジネス所有者、⻘年起業家、レストランオーナー、CのLのICKは、
ここで登録します。

中⼩企業のリソースの助成⾦とローン：
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、適格性と柔軟性を拡⼤して、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。以前のPPP受信者は、特定の適格基準が満たされている場合、2番⽬のPPP
ローンを取得できます。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。

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
性を確保し、⼩規模企業へのリーチを⽀援しました。SBAは、2⽉24⽇から3⽉10⽇まで、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30年のローン期間で運転資⾦と通常の運営費に使⽤できます。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。  
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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およびその他のD10地区の企業の場合、3年から5年の期間で5％の固定⾦利で
5,000ドルから50,000ドルのマイクロローンを利⽤できます。申し込みはローリングベースで受け付けます。
詳細はこちら。
 
追加のリソース：
カリフォルニア（州）の稼働
スモールビジネスアドボケイトとeBayのCAOfficeは、最⼤300のCAスモールビジネスに6週間のeコマーストレ
ーニングプログラムを提供して、オンラインでの成⻑を⽀援するUp＆RunningCaliforniaプログラムを開始し
ます。興味のある企業は、3⽉11⽇までの申請期間中に申請する必要があります。詳細については、
ebay.com / Californiaをご覧ください。
 
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コマンドセンターを通
じて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に、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ますが、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。 
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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⽇までさらに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：
地⽅および州のワクチン情報については、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）ヘルスオーダーはここにあります。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サイトに掲載されています。
 
COVID-19に関連する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。
 
経済刺激プログラムに関連する潜在的な詐欺計画に注意してください。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。
 
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。

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。
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1331
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/vaccinenotify
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfmayor.org/news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf311.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

