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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名:市庁舎が再開します。DBI アップデート; SF ポートの RFQ など
 
 
5⽉2 8 、2021
 
 
親愛なる読者へ
 
⻑い週末を迎えて 1 か⽉を締めくくる前に、中⼩企業向けのお知らせとリソースのまとめを以下に⽰しま
す。夏のシーズンが間近に迫っているため、公衆衛⽣局は、メモリアルデーの週末やその他の夏休みを安全
に祝うよう国⺠に呼びかけています。
 
San Franciscans はワクチン接種に関して⼤きな進歩を遂げましたが、まだ作業は完了していません。資格の
あるすべての⼈に、できるだけ早くワクチンを接種することをお勧めします。営業を再開し、活動を再開し
ています。私たちは、楽しみと安全に祝うことができます。Sの社会的遠ざけるは、屋内活動の上に屋外の
選択、および最⼩化したり、不要な旅⾏を控える、維持することができないときの屋内の公共の設定でマス
クを⾝に着けているか：我々はCOVID-19の広がりを停⽌する作業を知っているすべての公衆衛⽣勧告に従う
ことによってテイの警戒。
 
いつものように、私たちは助けるためにここにいます。ご質問やご不明な点がある場合は、電話 (415) 554-
6134 または電⼦メールsfosb@sfgov.org でお問い合わせください。企業には、リソースについて
oewd.org/covid19 を頻繁にチェックすることをお勧めします。誠に勝⼿ながら、5⽉31⽇(⽉)はメモリアルデ
ーのため休業させていただきます。   
 
連帯で、
 
⼩規模事業所
 
 
お知らせ:
市役所が⼀般公開を再開
6⽉7⽇⽉曜⽇から、市役所は対⾯式のサービスと⼀般のアクセスのために再開されます。6 ⽉ 1 ⽇から、そ
の前の 1 週間に、市役所の⼀部のサービスは、予約制の⾮常に限られた対⾯式のサービスのみに対応し、⼀
般の⽅は利⽤できません。各部⾨の再開スケジュールと計画の詳細については、sf.gov/loca�on/city-hall をご
覧ください。 
 
中⼩企業庁では、完全予約制の対⾯サービスを提供しています。ケース マネージャーの 1 ⼈と会う約束をス
ケジュールするには、sfosb@sfgov.org に電⼦メールを送信するか、415-554-6134 に電話してください。
 
計画許可申請を伴う店頭でのファイリングの新しいオプション
朗報です！プラン付きの店頭販売許可を早期に申請する機会を希望する顧客には、許可をより早く取得する
ための 2 つの新しいオプションがあります。詳細については、こちらをご覧ください。
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新しい待機リスト – まず、DBI は、プランの申請者を対象とした店頭での待機リストを開設しています。DBI
に電⼦メールで待機リストに参加するように依頼することができます。DBIは 3 営業⽇以内に、予約可能な場
合はそれより早い予約時間について連絡します。プロジェクトの住所と、アポイントメントに⾏く⼈の名
前、電話番号、メールアドレスを必ず記⼊してください。
 
新しい同⽇ドロップイン キュー – DBI は、顧客が予約なしで許可センターに⽴ち寄れる機会も提供していま
す。当⽇のドロップインキューは平⽇の午前8時にオープンしますQlessからリモートでサインアップし、そ
の⽇のキューに参加できるという確認メッセージを受け取った場合、サンフランシスコを訪れることができ
ますその⽇の午後 12:00 に、対⾯での計画のチェックとレビューのためにパーミッション センターにアクセ
スしてください。
 
SF ポート、ポップアップ パーク活性化イニシアチブのパートナーを募集
今⽉初め、サンフランシスコ港は、エキサイティングな⼀時的なイベントやアクティビティでウォーターフ
ロントの公園やオープン スペースを活性化するための資格 (RFQ) のリクエストを発⾏しました。RFQは、港
がウォーターフロントに沿ったイベントや活動を安全に開発、促進、開始するために協⼒する、多様で経験
豊富なパートナーのプールを確⽴します。
 
⼀時的な活動およびイベントには、以下が含まれますが、これらに限定されません。

⽂化E通気⼝
アスレチックショーケース
アート インスタレーション、展⽰会、パフォーマンス
⾷品および飲料の譲歩
⼩売市場
公園の映画とドライブインシアター

 
活動の規模と範囲はさまざまで、最⼤期間は 1 年です。ポートの⽬標は、
すべてのサイトに幅広い機会があり、さまざまなエキサイティングなオプションを⼀般に提供しています。
RFQ は、⼩規模、中規模、および⼤規模なイベントや活動のために提案されたアクティベーションを具体的
に求めます。
提案の提出期限は 2021 年 6 ⽉ 17 ⽇午後 2 時です。港は、今年の夏にライセンスと許可を実⾏する予定であ
り、最初の活動は8⽉に予定されています。RFQはで、ポートのWebサイトからダウンロードできます：
www.sfport.com/PopUpRFQ。
 
地元の家賃⽀援プログラム
今⽇から、サンフランシスコの居住者は、あなたの家賃のサポートを受けるために申し込むことができま
す。2021 年 4 ⽉以降の家賃補助については、居住者は、最⼤ 6 か⽉の補助を提供するサンフランシスコの地
元の家賃補助プログラムに申し込むことができます。2020 年 4 ⽉から 2021 年 3 ⽉までの家賃補助について
は、最⼤ 12 か⽉の⽀援を提供するハウジング.ca.govで州プログラムに申請してください。資格基準をすべて
満たしているかどうかを確認して申請するには、h�ps://sf.gov/renthelp にアクセスしてください。プログラ
ムは先着順ではありません。
 
SF 中⼩企業向けの無料の PPE
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Renaissance Entrepreneurship Center では、SF の中⼩企業向けの PPE の供給が限られています。関⼼のある企
業は、このリクエスト フォームに記⼊して、配布リストに追加できます。早い者勝ちです。
 
SBA が Community Navigator パイロット プログラムを開始
今週初め、SBAはコミュニティ ナビゲーター パイロット プログラムの開始を発表しました。T Oコミュニテ
ィナビゲーターパイロットプログラムは、今後数ヶ⽉の間、全国のコミュニティに到達したことを確認、
SBAは、SBAリソースパートナー、州、部族、地⽅政府の単位、およびその他の⾮営利団体からの提案に開放
される助成⾦の機会を発⾏しました。申請者は 2021 年 7 ⽉ 12 ⽇までに申請書を提出する必要があり、審査
期間は 2021 年 9 ⽉に開始する予定です。詳細と申請については、ここをクリックしてください。
 
⾳楽・娯楽施設復興基⾦賞
昨⽇、ロンドン ブリード市⻑は、市がサンフランシスコの28 の⾳楽および娯楽施設に、その⾳楽および娯
楽施設回復基⾦から総額 100 万ドルの助成⾦を授与すると発表しました。COVID-19パンデミックの圧⼒によ
る恒久的な閉鎖を防ぐために、各会場は35,720ドルの賞⾦を受け取ります. 市は、サンフランシスコを拠点と
するライブ ミュージックおよびエンターテイメント施設からの 84 件の応募の中から、最初の助成⾦の通知
を 28 会場に送信しました。助成⾦申請プロセスはわずか 3 週間前に終了しました。84 件の申請はすべて完
全に審査され、残りの申請者は 7 ⽉ 30 ⽇までに申請を確定するよう求められています。
 
中⼩企業庁、中⼩企業委員会、経済労働⼒開発局、娯楽委員会、サンフランシスコ会場連合、⾳楽と娯楽施
設基⾦を開発および管理する独⽴会場同盟の同僚に⼤きな拍⼿喝采です. ファンドの詳細については、
sfosb.org /vevefundを参照してください。
 
 
ウェビナー:
LBE ビジネスの認定: 何が必要かを学びましょう! – 2021 年6 ⽉ 2⽇⽔曜⽇10:00
San Francisco Contrac�ng Monitoring Division (CMD) は、企業がサンフランシスコ市および郡との契約について
知っておくべきことをすべて学ぶのに役⽴つ無料のワークショップを提供しています。これらのワークショ
ップは順番に受講する必要があり、⽉に 1 回提供されます。訪問ここに詳細およびRSVPのため
lbecert@sfgov.org。    
 
電⼦商取引の法的保護 – 2021 年 6 ⽉ 2 ⽇⽔曜⽇ 18:00
電⼦商取引の世界では、あなたとあなたの顧客の間の契約として機能し、あなたの Web サイト、商標、著作
権で保護された作品を悪⽤から保護する利⽤規約が含まれるまで、Web サイトは完成しません。これらのデ
ジタル契約は、ビジネスに合わせて慎重にカスタマイズする必要があります。また、お客様には、個⼈の顧
客情報を保護し、顧客の⽀払い処理を保護し、広告、プロモーション、商品券、返品に関連する法律を遵守
する法的義務があります。私たちに参加して、e コマース活動であなたのビジネスを保護する法的側⾯につ
いて学びましょう。ここに登録してください。
 
⼩ビズプロヒント：レンタルのB ackのY私たちのW orkforceとC onfidenceとC ompassion -午後6:00で2021年6⽉2
⽇（⽔曜⽇）
中⼩企業の多数派であるカリフォルニア独⽴書店同盟 (CALIBA) に参加し、スモール ビジネスのオーナーが既
存のスモール ビジネスを拡張または改善するためのウェビナーであるSmall Biz Pro Tip シリーズのSmall Think
Big を開始してください。今週、彼らとあなたの競合他社よりも⽬⽴つ助けることができる、無料または低
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コストの職場の利益『のといけないことをやる』雇って、あなたの従業員の多様性に特に焦点を当ててのベ
スト雇⽤慣⾏をカバーする再」。詳細および登録については、ここをクリックしてください。
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
キッチンゼロ SF グラント - NEW
すべてのSFを呼び出すfがOOD S erviceのrが得意bをusinesses 。サンフランシスコ環境省のキッチン ゼロ助成
⾦ (最⼤ 14,500 ドル) を活⽤して、⾷品廃棄物追跡ソフトウェアを使⽤して追加の購⼊および廃棄コストを削
減しながら、必要なサンフランシスコの⼈々を養うための⾷⽤⾷品の救助を⽀援します。助成⾦は、2021 年
9 ⽉まで先着順で利⽤できます。今⽇、ケリー ガハーティ、商業ゼロ廃棄物アシスタント コーディネーター
( kelly.gaherty@sfgov.orgまたは 415-355-3768) に連絡してサインアップしてください。  
 
SBAの更新
シャッター付き会場運営者助成⾦ (SVOG) –オープン
Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) 申請ポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術団体、美術館、映画館
の運営者、ライブ会場のプロモーター、劇場のプロデューサー、タレントの代表者が重⼤な経済的救済を申
請できるようになりました。SVOG プログラムは、162 億ドル以上の助成⾦に充当されました。これらの資⾦
のうち、少なくとも 20 億ドルは、最⼤ 50 ⼈のフルタイムの従業員がいる適格な SVOG 申請のために予約さ
れています。適格な申請者は、1 回の助成⾦で最⼤ 1,000 万ドルまで、総収益の 45% に相当する助成⾦の資格
を得ることができます。SBA は、先⼊れ先出し⽅式で SVOG 申請を受け付けており、申請を受け付けた時点
で、申請者をそれぞれの優先期間に割り当てています。詳細と申し込みについては、
h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ にアクセスしてください。  
 
経済的損害災害融資 (EIDL) – 引き続き利⽤可能
COVID-19 への対応として、中⼩企業の所有者は、経済的損害災害融資 (EIDL) を申請して、財政的義務と運営
費を満たすことができます。融資額は 30 年間で 3.75% の固定⾦利で $500,000 まで可能です。前払いのペナル
ティや⼿数料はありません。詳細と申し込みについては、sba.gov / eidlにアクセスしてください。
 
 
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://app.livestorm.co/small-business-majority/small-biz-pro-tip-hire-back-your-workforce-with-confidence%3Ftype%3Ddetailed
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fsfgov.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR3wwOZSX6mmW5STN9liTW3Nkn9DnghifJsDvE_a0TMf0DT9hV_wzwa9Dmk%26h%3DAT01GlRFwV8vcfWyE9Tc0-SbOu6G_jjbfhT8sxTFKI5QmIsrrN782cy_0kM0QlgfjpnwVdnePa8S-Oz3W1bEsTqHucvTA9LkXH0bcxctYnwpEvKHDiteXVEV3BJZAqQwXA%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT3L7W-F2Ahtz31hzkNVQQ4pljOkFgoOJM27aJuHiqe1FmaSzbDtvBZtc2XKpOSDNrHeTx7VLzqMI1GEgD7goRKhpu5e5m_qtzd_yS2WLOkwshTHR_-2SVhmAnFX_rvj_WOG-holqd-MjWufzpEQAm1bOC6YUkrOueg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

