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中⼩企業ニュースレターのオフィス

件名：レッドティアのSF ; 通信。⽴ち退きモラトリアムウェビナー
 
 
2021年3⽉5⽇
 
 
親愛なる読者、
 
3⽉は、サンフランシスコの中⼩企業にとって⼤きな意味で始まりました。市は、リニューアルオープンし、
いくつかの⽔曜⽇に事業活動を州のレッドティアでは、などの屋内ダイニング、映画館、個⼈的なサービスと
マスク除去、フィットネス・センター。ワクチン流通のフェーズ1Bは、⾷品、農業、教育、および育児の労働
者のために進⾏中です。さらに、市は屋内での⾷事を除くすべての活動の夜間の時間制限を解除しました。つ
まり、屋外での⾷事など、必須ではないビジネスや集会は午後10時を過ぎても継続できます。もっと⾒るのを
楽しみにしています 中⼩企業、特に昨年3⽉以降閉鎖された中⼩企業は、パンデミックのこの段階で⾨⼾を開
きます。  
 
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：
中⼩企業委員会会議（特別）– 3⽉⽉曜⽇。午後4時30分に8
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.210138：事業登録料-期限の延⻑。特定の事業者が2022年6⽉30⽇に終了する会計年度の事
業登録料を⽀払う期限を2021年11⽉1⽇まで延⻑する条例。説明⽂書：法律| ⽴法ダイジェスト| ⽴法レビ
ュー  

  
プレゼンテーション：現在の延期と事業税および⼿数料の軽減に関する最新情報。中⼩企業の今後の税⾦
と⼿数料の期限の概要。税⾦の過払いに対する払い戻し。提案Fによる総収⼊税の変更のプレビュー。 

 SFGovTVでライブ視聴：sfgovtv.org/ch2liveまたはWebEx経由。
パブリックコメントについては、415-655-0001に電話してください。アクセスコード1873558220
 
中⼩企業委員会に上記の問題のいずれかに関する書⾯によるパブリックコメントを提供するには、sbc @
sfgov.orgに電⼦メールを送信するか、パブリックコメントのために会議に参加してください。クリックここでf
は、フル会議の詳細。  
 
RED TIER REOPENING RESOURCES
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サンフランシスコは、州がレッドティアに割り当てた後、州が許可するほとんどの事業と活動を3⽉3⽇に再開
しました。私たちの⾒直しマルCH 3番⽬の電⼦ニュースの要約のための健康順序の変更を。企業がすべき検討
公衆衛⽣の省（DPH）の最新情報については、ウェブサイトの健康受注とディレクティブをし、遵守すること
を確認して必要な安全プロトコルと。レビューするいくつかのリソース/ドキュメントを強調表⽰します。   

健康命令C19-07への変更の要約* 3/2更新*
事業能⼒と活動の表（停⽌と制限の表）* 3/2更新*
社会距離拡⼤プロトコル| ⼈事選考⽤紙| ⾮⼈事スクリーニングハンドアウト* 3/2更新*
クリックしてここのリストについては、すべての新規および更新DPH指導/先端シート3 /効果的な変更
のための3
Office of Economic and Workforce Developmentの再開ウェブページ：再開ステータスと業種別ガイダンス*
3/3 *

2⽉2⽇24⽇のOEWDのレッドティア再開ウェビナーをご覧ください
 
SF COMMERCIAL EVICTION MORATORIUM ＆WEBINAR
サンフランシスコの⼀時的⽴ち退きモラトリアムは2021年3⽉31⽇に失効する予定です。本⽇、州は商業⽴ち
退きモラトリアムの許可を延⻑したため、有効期限は2021年6⽉30⽇に延⻑されます。この情報は以下で更新
されます。すぐにウェブページ。
 
Commercial Evic�on Moratoriumに関する質問については、2013年3⽉2⽇に更新されたOEWDのFAQを確認してく
ださい。
 
ウェビナー：中⼩企業の商業リース交渉とSF商業⽴ち退きモラトリアム

英語/スペイン語：⽔、3/ 10午後3時。ここで登録します。
広東語/北京語：⽔曜⽇、3/17午後3時。ここで登録します。
 

中⼩企業局は、サンフランシスコの中⼩企業がCOVID-19中の商業リース交渉を理解し、市の商業⽴ち退きモラ
トリアムに関する情報を提供するのを⽀援するウェビナーのために、起業家のための法務サービス、ミッショ
ン経済開発庁、ルネッサンス起業家精神センターと提携しています。セッションがなりますことから、ボラン
ティアの弁護⼠が提⽰アレント・フォックス、地元の法律事務所。市の商業⽴ち退きモラトリアムやCOVID-19
期間中の不動産⽀援について、企業から多くの問い合わせがありましたので、ぜひご注⽬ください。発表後は
質疑応答がありますので、具体的な質問を⽤意してください。
 
CA救済助成⾦の追加資⾦調達ラウンド
カリフォルニア中⼩企業COVID-19救済助成⾦プログラムのための四つの新しいラウンドは、2⽉23⽇、以下の

中⼩企業の⽀持者のCAゴービズおよびCA局によって発表された
番⽬の

補助⾦のための追加の$ 2Bを含ん知事ニュ
ーサムによって救済パッケージの署名パンデミックの影響を受けた中⼩企業の場合、5,000ドルから25,000ドル
の間です。資⾦調達ラウンドは次のとおりです。

ラウンド3（ラウンド1および2の順番待ちリストの応募者）：3⽉5⽇から11⽇対象となる応募者：これ
はクローズドラウンドであり、ラウンド1および2で順番待ちリストに登録された対象の応募者のみが利
⽤できます。既存の応募者のみが選択されます。順番待ちリストに登録されている場合は、再申請する
必要はありません。このラウンドでは、新規の申し込みは受け付けられません。 
ラウンド4（⾮営利⽂化機関のみ）：3⽉16⽇- 23 
Eligi BLE⾮営利⽂化機関があっても、新たなアプリケーションを完了する必要がありますが、すでにラ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/9534930904/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/9534930904/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/9534930904/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/9534930904/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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-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-Summary-of-Changes.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/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-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.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/reopening-updates-businesses-and-workplaces-impacted-covid-19%23Reopening%2520Table#Reopening%20Table
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/reopening-updates-businesses-and-workplaces-impacted-covid-19%23Reopening%2520Table#Reopening%20Table
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://vimeo.com/517348177%3F_ga%3D2.243576588.822998939.1614980516-1097549187.1606847075
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2021/03/3.4.21-EO-N-03-21-text.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/Guidance%2520Temporary%2520Moratorium%2520on%2520Commercial%2520Evictions_3.2.21%2520expires%25203.31.21.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/Guidance%2520Temporary%2520Moratorium%2520on%2520Commercial%2520Evictions_3.2.21%2520expires%25203.31.21.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://tinyurl.com/webinarmarch10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_ZkWIc62IQP6MJh-F3cnvFA


3/5/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/6

ウンド1と2に適⽤されます。助成⾦は、ラウンド1、2、または3で資⾦提供を受けなかった申請者のみ
が利⽤できます。助成⾦は、2020年のQ2とQ3の⽐較期間に基づくパーセントの収益減少に基づいて優
先順位付けされる対の2019年のQ2とQ3を
ラウンド5：3⽉25⽇から31⽇
対象となる応募者：第1ラウンド、第2ラウンド、または第3ラウンドで選択されなかった、現在空席待
ちの⼩規模企業と⾮営利団体、および資格基準を満たす新規応募者。ラウンド1、2、3で助成⾦を受け
取るために選択されなかった申請者は、⾃動的にラウンド5に移動するため、再申請する必要はありま
せん。新しい申請者は申請する必要があります。
ラウンド6：⽇付未定
適格な申請者：ラウンド1、2、3、4、または5で選択されていない現在の空席待ち中⼩企業および/また
は⾮営利団体、および適格基準を満たす新規申請者。ラウンド1、2、3、5で助成⾦を受け取るために選
択されなかった申請者は、再申請する必要はなく、⾃動的にラウンド6に移動します。新しい申請者は
申請する必要があります。

 
訪問www.CAReliefGrant.com⽤についての詳細資格、基準、およびアップデート。  
 
DISTRICT 10 SMALL BUSINESS REVOLVING LOAN FUND
あなたはサンフランシスコ南東部/地区10にあり、ローンを必要としている企業ですか？D10スモールビジネス
リボルビングローンファンドは、ベイビューハンターズポイント、ポトレロヒル、ビジテーションバレー、ポ
ルトラ、ミッションベイ、ドッグパッチ、エクセルシオールおよびその周辺地域を含むD10に所在する企業に
提供されます。が提供するワーキングソリューションとルネッサンスアントレプレナーシップ・センター、基
⾦が提供S $ 5マイクロローンkは$ 50にK 3から5年の任期のために5％の固定⾦利で。申し込みは順次受け付け
ます。詳細については、ここをクリックしてください。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。

ウェビナー：
中⼩企業向けのPPPアップデート– 3⽉6⽇と8⽇
中⼩企業庁は、⽶国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、Paycheck Protec�on Program
（PPP）にいくつかの重要な変更を加えています。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。J OIN SBA、官⺠戦略研究所と聞いて他の利害関係者ワットあな
たがで閉じ、この特別な機会を活⽤するために、今取ることができ帽⼦の⼿順に2PM PST 3⽉9⽇（⽕曜⽇）、
およびddi�onal変更とによって⾏われた最近の政策発表バイデン・ハリスの管理。SBAのリーダーシップは、中
⼩企業の質問に答えるためにオンになります。残りのセッションの1つに登録します。

3⽉6⽇、11 AM P T、退役軍⼈、⾃営業ビジネスオーナーの、ここに登録します。
3⽉8⽇、12 PM P T、LGTBQビジネス所有者、⻘年起業家、レストランオーナー、ここに登録します。

 
ベイエリアの持続可能なビジネスチャレンジ情報セッション– 3⽉の複数の⽇程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、およびその⽅法に関する短いオンライン情報セッションに
参加して、CAグリーンビジネスネットワークおよびSFベイエリアグリーンビジネスプログラムが提供するチャ
レンジに参加してください。グリーンビジネスになるためにサインアップする。説明会は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
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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。挑戦して、持続可能性の旅を始めまし
ょう！

3⽉中は30分間の説明会が開催されます。ここに登録。
 
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centers-ホスト経常ウェビナー上の
⽕曜⽇（SF）と⽔曜⽇に中⼩企業のための（北カルフォルニア）をCOVID-19リリーフからプログラムSBAなPPP
/ EIDLとして、及びその他の救済助成⾦、CA ReliefGrantのように。各ウェビナーは発表をカバーし、各プレゼン
テーションの後に広範な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。毎週⽕曜⽇の午後1時にQ＆Aセッション
が⾏われます。
⽔曜⽇の午前10時30分に開催されるNorCalSBDCの毎週のセッションにここで登録してください。

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）
最近の変更は、公平性を確保し、⼩規模企業への到達を⽀援するために、バイデン政権によってPPPに加えら
れました。2⽉24⽇から3⽉10⽇まで、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。このギブの貸し⼿とコミュニティパートナーにアプリケーションを提出する最⼩の企業との仕事に多くの
時間を、また、プログラムは2021年3⽉31⽇に期限が切れる前に⼤きなPPP-適格企業はまだのために適⽤し、サ
ポートを受けるために多くの時間を持っていることを保証しながら、 。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。   
 
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。  
 
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。詳細については、こちらをご覧ください。  

追加のリソース：
カリフォルニア（州）の稼働
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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）
パンデミックの際に屋外スペースでエンターテイメントや増幅されたサウンドを提供するために、新しい無料
の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ことをすでに承認している場合は、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。 
 
 
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。
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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。
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