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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：SFはオレンジティアに移動します。資⾦源の更新
 
2021年3⽉2⽇4⽇
 
 
親愛なる読者、
 
私たちは、アジア系アメリカ⼈のコミュニティで起こっている攻撃の驚くべき急増を認めたいと思います。
中⼩企業委員会と中⼩企業局は、反アジアの⼈種差別と暴⼒に対して連帯しているという声明を発表しまし
た。私はあなたが証⼈を持っているか、重⼤な犯罪に関する重要な情報を持っているfは、してください広
東語、標準中国語と英語で利⽤できる、415-558-5588にSFPDの匿名のヒントラインを呼び出します。あなた
が何かを⾒たら、何かを⾔いなさい。私たちのコミュニティを安全に保つのを⼿伝いましょう。
 
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：
SFがオレンジティアに移⾏-事業と活動を再開および拡⼤
ロンドン・ブリード・アンド・ダイレクト市⻑または保健局⻑のグラント・コルファックス博⼠は、サンフ
ランシスコ市がオレンジ層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24⽇
⽔曜⽇の午前8時から再開できます。
 
2021年3⽉24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。

オフィス
20⼈以上の従業員がいる屋内の必須ではないオフィスは、25％の会議室と会議室を含め、最⼤
25％の容量で再開できます（ただし、会議室の使⽤は最⼩限に抑える必要があります）。
従業員が20⼈未満の屋内オフィスでは、常に従業員間に必要な6フィートの物理的距離を確保
できる範囲まで容量を減らす必要があります。

屋内家族向けエンターテインメント
屋内ボウリング場、ミニゴルフ、ビリヤード場、および個⼈が少なくとも6フィートの距離を
容易に維持できるその他の家族向け娯楽は、1世帯のメンバーで構成されるグループで最⼤
25％の容量を開くことができます。
譲歩は、別の部屋または他の活動から12フィートのスペースでの屋内ダイニングルールに従
って許可されます。 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/560ebfecfc/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/560ebfecfc/TEST/TEST/
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopens-and-expands-businesses-and-activities-it-moves-states-orange-tier
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屋内レクリエーション
屋内レクリエーション施設は、100⼈まで25％の収容能⼒まで開くことができます。
最⼤3世帯から最⼤12名の参加者が、低接触の屋内レクリエーションに参加できます（屋内テ
ニスとピックルボールの場合は最⼤4世帯から）。
⻘少年および成⼈向けの屋内組織スポーツは、最⼤16⼈の参加者からなる安定したグループ
で再開でき、世帯の制限はありません。中学⽣、⾼校⽣、または成⼈の参加者が関与する中
程度または⾼接触のスポーツの場合、定期的な検査とCOVID-19予防計画を実施する必要があ
ります。⼩学⽣の⼦供は、中程度または⾼いコンタクトスポーツに参加することはできませ
ん。観客は、ユーススポーツにおける⼦供たちの必要な監督を除いて、いかなる状況におい
ても許可されていません。⼤⼈は⼀度に最⼤2つの組織化された活動にのみ参加でき、中程度
または⾼接触のスポーツの場合は1つの活動にのみ参加できます。若者は⼀度に1つの組織化
された屋内活動にのみ参加できます。
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。 
屋内アイスホッケー、レスリング、⽔球は引き続き禁⽌されています。

屋内集会
個⼈の住居には、3世帯から最⼤12⼈が集まり、顔を覆い、換気対策を講じ、距離を置くよう
に促します。このような集会は、CDCガイドラインに準拠した予防接種を受けた個⼈との集会
でない限り、推奨されません。可能であれば、集会は屋外で⾏う必要があります。 

屋外バー、醸造所、ワイナリー、蒸留所
バー、醸造所、ワイナリー、蒸留所は、⾷事を提供せずに、テーブルで最⼤6⼈の屋外の着席
テーブルサービスを利⽤できます。テーブル間を移動することはできません。⾷事サービス
のない屋内バー、醸造所、ワイナリーは閉鎖されたままです。

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。
ダイニング

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200⼈の常連客の50％まで拡⼤する可
能性があります。テーブルのサイズは、最⼤3世帯から最⼤6名まで拡⼤できます。サービス
は午後11時までに終了する必要があります。
屋外での⾷事は、テーブルに着席する世帯数の制限を取り除き、屋外で最⼤2つのテーブル
（最⼤12⼈）のグループ予約を許可する場合があります。テーブルは6名様までとどまりま
す。テーブルはドリンクサービスのためにのみ屋外に座ることができます。

ジムとフィットネス
屋内ジム、フィットネスセンター、クライミングウォールは、18歳未満の⻘少年の常連客を
含め、最⼤100⼈の常連客の25％の収容⼈数まで拡⼤する可能性があります。
カーディオを含むグループフィットネスクラスは、最⼤25％の定員または100⼈未満で再開で
きます。
屋内の更⾐室とシャワーは、DPH承認の換気対策の実施により開く場合があります。屋内サウ
ナ、スチームルーム、ホットタブは閉鎖されたままです。  
参加者間の物理的な距離を維持できる限り、屋外フィットネスクラスへの25⼈の制限は解除
されます。
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⼩売
スタンドアロンの⼩売店、ショッピングセンター、接触の少ない⼩売サービス、機器のレン
タル、⾦融機関、コインランドリーなどは、屋内の顧客容量を50％に拡⼤する可能性があり
ます。
担当者は、再利⽤可能なバッグ、ジャー、マグカップ、その他の容器など、お客様が⽤意し
たアイテムを取り扱う場合があります。

パーソナルサービス
屋内パーソナルサービスは、50％の顧客容量に拡⼤する可能性があります。

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により、顧客の収容⼈数の50％まで
拡⼤する可能性があります。コートルームとインタラクティブな展⽰は、衛⽣プロトコルが
整った状態で再開できます。屋内映画館のガイドラインに従って、映画館の講堂が再開され
る場合があります。 
屋外動物園は、承認された安全計画に基づいて物理的な距離を置いて、屋外でフル稼働する
可能性があります。

屋内礼拝と葬儀の
屋内での礼拝と葬儀は50％の容量まで拡⼤し、顔の覆いや世帯間の12フィートの距離の維持な
ど、適⽤される健康規則に従って、歌い、唱え、管楽器や⾦管楽器の演奏を再開できます。

屋内の政治デモ
キャンペーン集会などの屋内政治デモは、最⼤収容⼈数の50％に拡⼤し、顔の覆いや世帯間
の12フィートの距離の維持など、適⽤される健康規則に従って、管楽器や⾦管楽器の歌、唱
え、演奏を再開する場合があります。

ライブエンターテインメント
ダイニングまたはその他の許可された会場での屋内および屋外のライブエンターテイメント
には、顔の覆いや世帯間の12フィートの距離の維持など、該当する健康規則に従って管楽器
や⾦管楽器を歌ったり演奏したりすることが含まれる場合があります。
ドライブインのコンテキストでの屋外ライブエンターテインメントは、6⼈のエンターテイナ
ーを超えて、物理的な距離を置いて可能な限り増加する可能性があり、顔の覆いや世帯間の
距離を12フィート維持するなど、適⽤される健康規則に従って管楽器や⾦管楽器を歌ったり
演奏したりすることが含まれます。

屋内映画館
屋内映画館は、最⼤200⼈まで50％の収容⼈数に拡⼤する可能性があります。
着席した飲⾷物の譲歩は、最⼤3世帯から最⼤6⼈の聴衆のグループに対して、他の聴衆との
距離が6フィートあり、DPH承認の換気対策が実施されている限り再開できます。   
複数の講堂がある場合、劇場複合施設の収容⼈数が50％を超えない限り、各講堂は50％または
200⼈のいずれか少ない⽅に制限されます。 

映画制作
屋外での映画製作は50⼈に拡⼤する可能性があります。

⾼等教育と成⼈教育
講義クラスを含む屋内クラス、およびキャンパス内の図書館は、最⼤200⼈の学⽣の50％の容
量で再開できます。
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コアエッセンシャルクラスは、物理的な距離を維持できる限り、最⼤容量制限なしで続⾏で
きます。

屋外ツアーオペレーター
オープンエアのボートとバスのツアーは、25⼈の常連客、または合計25⼈以上の常連客の場合
は最⼤25⼈の物理的に離れたグループに拡⼤できます。

プール
屋内スイミングプールは、最⼤25％の容量で⼀般的に使⽤できます。屋内ウォーターフィッ
トネスクラスは閉鎖されたままでなければなりません。
屋外プールは、最⼤50％の容量で⼀般的に使⽤できます。屋外の穏やかな⽔中エアロビクス
のクラスが再開される場合があります。

アウトドアファミリーエンターテインメント
ローラースケートリンクやアイススケートリンクなどの屋外での家族向けの娯楽は、物理的
な距離を置いて屋外で最⼤限に拡⼤する可能性があります。
スタンドアロンの遊園地の乗り物では、3世帯のメンバーが⾞やキャビンなどの閉鎖されたス
ペースに住むことができ、換気対策が推奨されます。

アウトドアユースプログラムと学校外時間（OST）プログラム
チャイルドケアおよびプレキンダープログラムは、16⼈の参加者から、州のライセンス要件
で許可されている数の安定したグループに拡⼤することができます。
ユースOSTプログラムは、スポーツ以外のすべてのプログラムで27（⻘少年と成⼈を含む）に
拡⼤される可能性があります。
若者は⼀度に2つのOSTプログラムに参加できます。⻘少年が中程度または⾼接触のスポーツ
に参加している場合、他のスポーツまたはOSTプログラムに参加することはできません。

野外レクリエーション
あらゆる種類のアウトドアレクリエーションへの参加は、3世帯（ゴルフ、テニス、ピックル
ボールの場合は4世帯）から25⼈に増える可能性があります。
⻘少年および成⼈向けの屋外組織スポーツは、25⼈の参加者からなる安定したグループで、
世帯の制限なしに引き続き運営できます。参加者は、⼀度に2つの組織された活動にのみ参加
できます。
特定の種類の屋外トーナメントは、物理的な距離を維持できる限り、ゴルフ、テニス、ピッ
クルボールの観客なしで再開できます。
キャディーは、可能な限り6フィートの物理的距離を維持している限り動作できます。
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。 

屋外の集まり
⼩規模な野外集会は、3世帯から最⼤25⼈まで増える可能性があります。
飲⾷を伴う野外集会は、3世帯6名で継続する場合があります。

 
後⽇再開する活動：

野外芸術、⾳楽、演劇、お祭り
4⽉1⽇から、イベントの少なくとも5⽇前に安全衛⽣計画を提出して、最⼤50⼈の聴衆を対象
に組織化された屋外アートおよびパフォーマンスイベントが開催される場合があります。
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割り当てられた座席は必須ではありませんが、聴衆間の社会的距離を維持する必要がありま
す。
着席の譲歩は、屋外での⾷事またはバーの健康ガイドラインに従って許可されています。

屋外の観戦スポーツと⼤規模な屋外エンターテイメント施設
4⽉1⽇以降、座席が割り当てられた屋外の観戦スポーツおよびライブエンターテイメントの
会場は、承認された安全衛⽣計画を使⽤して、収容⼈数の制限およびその他の運⽤ガイドラ
インに従って再開される場合があります。

⼀晩のユースキャンプ
6⽉1⽇から、州のガイダンスに従って、夜間のユースキャンプが再開される場合がありま
す。

 
H ealthガイダンスを更新
S F rancisco公衆衛⽣省は（DPH）以下の書類のすべてを更新3⽉現在23企業がチェックし続けなければならな
いDPHの上のアップデートのためのウェブサイトの健康受注とディレクティブあなたに関係する業界をし、
⾒直し、その全体がディレクティブを。ビジネスに最新バージョンの安全衛⽣計画（HSP）があり、看板の
掲⽰、換気要件、清掃および消毒のガイドラインなど、すべての健康要件と安全プロトコルに準拠している
ことを確認してください。
 

外出禁⽌令C19-07uC19-07
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- 2A-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   
      
  
 

⾷事の
ための ⾷事指導| 共有スペースに関する情報| レストランのリソースとポスター| 2020-16gのHSP主なハイラ
イトは次のとおりですが、これらに限定されません。     

アウトドアダイニング
飲⾷店は、テーブルごとに合計6⼈までのテーブルを制限する必要があります（世帯制限な
し、最⼤3世帯から増加）
最⼤2つのテーブルのグループ予約が許可されていますが、テーブルを分離する必要があり、
異なるテーブルの常連客が混ざり合うことはできません（同じ世帯のものであるかどうかは
関係ありません）。
飲⾷店は、屋外バーと同じように、⾷事なしで屋外でアルコールを提供することができま
す。
ライブエンターテインメントは、屋外でのそのような活動の⼀般的な安全規則に従って、管
楽器や⾦管楽器を歌ったり演奏したりすることで許可されます。

屋内ダイニング
常連客のみに基づいて最⼤50％の占有率で開き、200⼈以下（25％の占有率から最⼤100⼈まで
増加）、テーブルの間隔は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） 、および次の追加のSF制限が適⽤されます。

テーブルは3世帯から6⼈に制限されています（1世帯から増加）。

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.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://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants
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://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants
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テレビは許可されています。屋内でのそのような活動の⼀般的な安全規則に従って、
管楽器や⾦管楽器を歌ったり演奏したりするライブエンターテイメントも許可されて
います。
フロントオブハウスのスタッフ（常連客とやり取りする）は、適切に装着されたマス
クを着⽤する必要があります。最⼤限の保護を提供するために、フィットテストが⾏  
われていない場合でも、通気孔のないN95マスクを着⽤することを強くお勧めします。
屋内ダイニングは午後11時までに閉店する必要があります（以前の午後10時の閉鎖要
件から1時間延⻑）。つまり、屋内サービスは午後11時までに停⽌し、ゲストは午後11
時30分までにすべてのテーブルを離れ、午前5時まで閉店する必要があります。テイク
アウトサービスは、これらの夜間の時間制限の対象ではありません。
各テーブル席の2時間の制限が解除されます。

屋外バー
屋外での⾷事に適⽤されるのと同じ安全プロトコルに従って、テーブルサービスのみで、テ
ーブルごとに6⼈以下で屋外に開放します（⾻の折れる⾷事を提供するための要件を除く）。
常連客は、サービスを受けるためにテーブルに座っている必要があり、テーブルでのみ飲み
物を消費する必要があります。異なるテーブルの常連客が混ざり合うことは許可されていま
せん（同じ世帯の常連客であるかどうかは関係ありません）。ワイナリー、醸造所、蒸留所
が含まれます[追加のSF制限]。

⾷事を提供するバー
屋外での⾷事、最⼤200⼈の常連客のみに基づく最⼤50％の占有率での屋内での⾷事（25％の
占有率から最⼤100⼈まで増加）、テイクアウトと配達に開放されています。これらはすべ
て、以下に適⽤されるのと同じプロトコルに従います。ダイニング。善意の⾷事なしで敷地
内で消費するためのアルコール飲料（つまり、メインコースになるのに⼗分な⾷品）の販売
は、屋外でのみ許可されています。

喫茶店
屋外、屋内、常連客のみ（最⼤200⼈）に基づいて最⼤50％の容量で、テイクアウトと配達の
ために、⾷事に適⽤されるのと同じ制限に従って開きます。
顧客の再利⽤可能なマグカップ、カップ、またはその他の飲料容器に触れる⼈員に対するSF
の禁⽌は、州の制限に従って解除されます。
 

パーソナルサービス–屋内パーソナルサービスの屋内
ガイダンス| 2020-30e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| 2020-23eのHSP 
 
ジムとフィットネスセンター–ジムとフィットネスセンターの屋内
ガイダンス（屋内と屋外）  | 2020から31のためのHSP D | スクリーニング配布物   
 
ジムとフィットネスセンター–ジムとフィットネスセンターの屋外
ガイダンス（屋内と屋外） | 2020-のためのHSP 27C | スクリーニング配布物
 
家庭⽤品、ハードウェア、⾷料品など
2020から0のためのHSP 7D
 
店内⼩売の
ベストプラクティス| 店内⼩売のヒント| 2020-17bのHSP
 

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/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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/COVID-Screening.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/COVID-Screening.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-07-HSP-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-BP-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-HSP-Instore-Retail.pdf
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カーブサイドリテール-撤回
 
持ち帰りまたは配達のための⾷品準備
フードデリバリーのガイダンス| 2020から05のためのHSP D
 
オフィスに関する
ヒントとFAQ | 2020-18cのHSP 
 
宿泊施設
宿泊施設のゲストのためのヒント| 宿泊施設でのゲストの健康診断| 2020から29のためのHSPグラム
 
屋内映画館屋内映画館の
ためのガイダンス| 2020-35cのHSP 
 
2020-32dの美術館、動物園、⽔族館
HSP
 
保育所
育児指導| 2020-14fのHSP
 
学校外時間プログラム学校外プログラムの
ガイダンス| 2020-21gのHSP 
 
⾼等教育プログラム
⾼等教育プログラムのガイダンス| 2020〜22時間の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
 
TKの学校
ガイダンス–12校
 
2020-24bのHSPをプール
 
 
2020-15fのテニス、ピックルボール、ゴルフ
HSP
 
レクリエーションスポーツ-⻘少年と⼤⼈- NEW 2021から0のためのHSP 1B 
 
 
アウトドアアートと⾳楽祭–アウトドアアートと⾳楽祭とパフォーマンスのための新しいガイダンス|
収集のヒント| 2021-02年のHSP 
 
 
屋外集会の
ベストプラクティス| 収集のヒント| 2020-19gのHSP
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-10-Curbside-Pickup.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/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-2020-18-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-18-Tips-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-18-HSP-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Screening-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-HSP-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-35-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-Guidance-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-HSP-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-32-HSP-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-32-HSP-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-14-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-14-Guidance-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-14-HSP-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-21-Out-of-School-Time-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Guidance-Out-of-School-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-21-HSP-Out-of-School-Time-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-22-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-Guidance-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-HSP-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-HSP-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-Prevention-Plan-Checklist-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-Prevention-Plan-Template-Higher-Education-Programs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-22-Ventilation-Questionnaire-Higher-Education.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-33-Schools.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-24-HSP-Swimming.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-24-Pools.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-15-Tennis-Golf.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-15-HSP-Tennis-Golf-etc.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2021-01-Sports-Youth-and-Adult.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2021-01-HSP-Sports-Youth-and-Adult.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2021-01-HSP-Sports-Youth-and-Adult.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2021-02-Arts-Music-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2021-02-Guidance-Arts-Music-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2021-02-Guidance-Arts-Music-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2021-02-HSP-Arts-Music-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&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=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-19-HSP-Gatherings.pdf
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屋内礼拝の
ベストプラクティス| 収集のヒント| 2020-のためのHSP 34 C
 
収集の
ためのドライブインギャザリングのヒント| 2020-28eのHSP
 

SFPUC –フラッシングガイダンス
⻑期間閉鎖した後、戻って事業を再開し、再び⽔を使い始めると、⽔質の問題が発⽣する可能性がありま
す。⽔系細菌は、内部の配管システムの停滞した⽔で増殖した可能性があります。確認紅潮指導やチェック
リストを⾼品質、安全かつ信頼性の⾼い⽔サービスを復元することができることを確実にするためにあなた
の⽔システムを準備する際に役⽴ちます。詳細については、SFPUCのWebサイトにアクセスしてください。
 
 
ウェビナー：
SFSBDCが⼥性史⽉間を祝う-2021年3⽉25⽇⽊曜⽇午後1時
3⽉は⼥性史⽉間です。⼥性起業家の業績を祝うために、サンフランシスコ中⼩企業開発センター（SF
SBDC）は、サンフランシスコの3⼈の熟練した⼥性ビジネスオーナーとパネルディスカッションを⾏ってい
ます。
 
この1時間のディスカッションでは、ビジネスを開始する動機を聞き、成功、存続、繁栄するために克服し
なければならなかった課題について学びます。特に、最近のビジネスで直⾯しなければならない最も困難な
時期の1つです。歴史。3⼈のパネリストに質問し、彼らの話を直接聞く機会があります。
 
確認されたパネリストは次のとおりです。

エミTringali 、スニフし、Goの所有者および創設者、SFドッグウォーク
LaWanda Dickerson、U3Fitの所有者および創設者
リナミルズ、クリエイティブアイデアケータリングのオーナー兼創設者

 
クリックしてここにこの感動と有益なセッションに参加します。
 
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）アプリケーション情報ウェビナー– 2021年3⽉30⽇⽕曜⽇午前11時30
分
公式のSVOGアプリケーションの開始に先⽴ち、SBAは全国的な情報ウェビナーを主催して、潜在的な適格エ
ンティティのアプリケーションプロセスを強調します。SBAに参加して、適格なエンティティがSVOGに申請
する必要のあるドキュメント、SVOG申請プロセスがどのようになるかについての洞察などについて説明し
ます。ここで登録します。
 
 
資⾦UPDATES ：
CA Relief Grant –第5ラウンドが3⽉25⽇に始まります
以前にニュースレターで共有したように、CAGo- BizとCAOffice of Small Business Advocateは、CA Small
Business COVID-19 ReliefGrantの新しいラウンドを追加しました。ラウンド5は3⽉25⽇から3⽉31⽇まで開始さ
れます。ラウンド1、2、3で助成⾦を受け取るよう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。
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SBAの更新
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）
中⼩企業庁は、2021年4⽉8⽇⽊曜⽇にプログラムの申し込みを開始することを⾒越して、Shu�ered Venue
Operators Grant（SVOG）申し込みポータルのスプラッシュページを⽴ち上げました。公式のSVOG申し込みの
開始に先⽴ち、SBAは全国的な情報をホストします。 2021年3⽉30⽇⽕曜⽇に、適格となる可能性のあるエン
ティティの申請プロセスを強調するウェビナー。参加に関⼼のある⽅は、こちらから登録できます。さら
に、⽶国救助計画法はSVOGプログラムも修正し、2020年12⽉27⽇以降にPPPローンを申請する事業体もSVOG
を申請できるようになり、適格事業体のSVOGはPPPローン額だけ減額されます。これを反映するために、
PPPローン申請書が更新されました。SVOGに関⼼のある企業は、今すぐプログラムの準備をすることができ
ます。詳細については、SBAのWebサイトにアクセスしてください。
 
ペイチェック保護プログラム（PPP）
上記のように、SBAは、2020年12⽉27⽇以降にPPPローンを受け取る⾮営利団体およびインターネットニュー
ス組織および企業の適格性を⾼める新しい規則を発⾏し、特定の条件下でShu�ered Venue Operator（SVO）
助成⾦の対象となりました。SBAは現在2021年3⽉31⽇までPPPローンを提供していることに注意してくださ
い。PPPローンの取得に関⼼のある⽅は、プログラムの有効期限が切れる前に申請する必要があります。PPP
の詳細については、こちらをご覧ください。
 
経済的傷害災害ローン（EIDL）
先週、SBAは、COVID-19 EIDLプログラムを含むすべての災害ローンの延期期間を2022年まで延⻑することを
発表しました。2020年に⾏われたすべてのSBA災害ローンの初回⽀払い期⽇は、12か⽉から24か⽉に延⻑さ
れます。メモの⽇付から。2021年に⾏われたすべてのSBA災害ローンの最初の⽀払い期⽇は、ノートの⽇付
から12か⽉から18か⽉に延⻑されます。EIDLプログラムへの応募に関⼼のある企業は、こちらをご覧くださ
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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