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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：モラトリアム内線; Cal OSHA /労働法の最新情報など
 
 
2021年6⽉18⽇
 
 
親愛なる読者、
 
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。念のため、中⼩企業事務所は現
在、予約制で、限られた容量の対⾯⽀援を受け付けています。カリフォルニア州の労働安全衛⽣基準委員会
（Cal OSHA）と現在の市の⽅針では、予防接種の状況に関係なく、スタッフは依然としてフェイスカバーを着
⽤し、職場での社会的距離を維持する必要があります。また、マスクは皆のために必要とされている（⼀部例
外あり）、サンフランシスコの内側市政府の建物。 私たちは、このパンデミックを再開して回復する際に、中
⼩企業を⽀援およびサポートするためにここにいます。サポートが必要な場合は、sfosb @ sfgov.orgに電⼦メー
ルを送信するか、415-554-6134に電話して予約をスケジュールしてください。我々はまた、チェックするため
に、企業を奨励oewd.org/covid19資源のためにしばしば。     
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
 
 
発表：
商業的⽴ち退きモラトリアム拡張
先週、ギャビン・ニューサム知事は、商業⼩作農⽴ち退きモラトリアムを2021年9⽉30⽇まで延⻑する⼤統領
命令に署名しました。総収⼊が2500万ドル以下である。2020年3⽉16⽇から2021年9⽉30⽇まで家賃の⽀払いを
逃しました。モラトリアム期間中、家主は書⾯による通知と⽀払いに追いつく機会を与える前にあなたを追い
出すことはできません。
 
COVID-19危機による経済的影響により、対象となる商業テナントがモラトリアム期間中に⽀払われるべき家賃
の⽀払いを逃した場合、家主は⽀払いを逃したためにユニットの所有権を取り戻そうとしない場合がありま
す。該当する猶予期間。猶予期間の⻑さは、2020年11⽉1⽇現在の商⽤テナントのフルタイム換算従業員数
（「FTE」）によって決まります。下の表は、モラトリアム期間が2021年9⽉30⽇に終了することを前提として
います。
 

 
商業的⽴ち退きモラトリアムの詳細については、こちらをご覧ください。
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新しいサイネージの更新
サンフランシスコは、あなたとあなたのパートナーがあなたの健康とあなたのコミュニティの健康を守るため
に費やしたすべての仕事のおかげで、より安全な再開を祝っています。この新たな段階の⼀環として、市が持
っているNEW緑⾊の看板私たちのアウトリーチツールキットの⼀番上にアップロードされたPAグラムの電⼦
を。以下のための1：新しい健康順は2つの兆候投稿する事業者を必要とパットR O NSとのために1名様O nnel
を。企業や組織が⾃分で印刷できるように、背景が⽩のプリンター対応バージョンがあります。⼀部の企業や
組織は、州の顔をカバーするガイダンスに関連する看板を掲⽰したい場合があります。サンプル看板がダウン
ロード可能である彼はrを電⼦。      
 
これは何を意味するのでしょうか？パンデミックが始まって以来、あなたとあなたのコミュニティをより安全
に保ってきた象徴的な⻘と⾦の看板を取り除き、新しい看板に置き換える時が来ました。より安全な帰国を⼀
緒に祝うためにご参加ください！ 
 
CalOSHAアップデート
昨⽇、労働安全衛⽣基準委員会は改訂されたCOVID-19予防緊急⼀時基準（ETS）の採択に投票し、ニューサム知
事は改訂が直ちに発効することを許可する⼤統領命令に署名しました。更新には、以下が含まれますが、これ
らに限定されません。詳細および詳細については、ここをクリックしてください。
 
6⽉17⽇に改訂されたETSの重要な変更：

症状のない完全に予防接種を受けた従業員は、症状がない限り、COVID-19症例との密接な接触の後に検
査または検疫する必要はありません。
ワクチン接種の状況に関係なく、屋外での顔の覆いの要件はありません（発⽣時を除く）。ただし、労
働者は、顔の覆いの屋外での使⽤に関するCDPHの推奨事項についてトレーニングを受ける必要があり
ます。
雇⽤主は、完全に予防接種を受けた従業員が屋内で顔の覆いを着⽤しないことを許可する場合がありま
すが、予防接種の状況を⽂書化する必要があります。予防接種の状況に関係なく、CDPHで顔の覆いが
必要な設定がいくつかあります。発⽣時には、予防接種の状況に関係なく、6フィートの物理的距離を
維持できない場合、すべての従業員が屋内と屋外でフェイスカバーを着⽤する必要があります。
雇⽤主は、要求に応じて、ワクチン未接種の従業員に、屋内または⾞内で他の⼈と⼀緒に作業するとき
に⾃発的に使⽤するための承認された呼吸器を提供する必要があります。 
雇⽤主は、フェイスカバーを着⽤したことで従業員に報復することはできません。
次の例外を除いて、従業員の予防接種状況に関係なく、物理的な距離やバリアの要件はありません。

雇⽤主は、発⽣時に物理的な距離と障壁を実装する必要があるかどうかを評価する必要があり
ます（暴露された従業員グループで3件以上）
雇⽤主は、⼤発⽣時に物理的な距離と障壁を実装する必要があります（暴露された従業員グル
ープで20件以上）

雇⽤主が提供する住宅および輸送規制には、物理  的な距離の要件は⼀切ありません。
すべての従業員が雇⽤主が提供する住宅と交通機関で予防接種を受けている場合、雇⽤主はそれらの規
制から免除されます 
雇⽤主は、外気を最⼤化し、ろ過効率を⾼めるために換気システムを評価し、追加の空気清浄システム
の使⽤を評価する必要があります

 
物理的距離：
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改訂されたETSは、予防接種の状況に関係なく、物理的な距離とバリアの要件を排除する、カリフォルニアの
⼀般市⺠向けの規則の変更に似ています。適⽤される可能性のあるいくつかの例外があります。

改訂されたETSには、物理  的な距離や障壁の使⽤など、雇⽤主が必要以上の保護措置を実施することを
妨げるものはありません。
雇⽤主は、職場の危険性を評価し、病気の伝染を防ぐための管理を実施するという継続的な要件の下に
あります。雇⽤主が職場で物理的な距離が必要であると判断する状況があるかもしれません。
アウトブレイク（曝露されたグループの3⼈以上の従業員）の間、雇⽤主はCOVID-19の感染を制御する
ために物理的な距離または障壁が必要かどうかを評価する必要があります。
予防接種の状況に関係なく、すべての従業員の⼤発⽣（曝露されたグループの20⼈以上の従業員）で
は、物理的な距離と障壁を使⽤する必要があります。

 
顔の覆い：
顔の覆いは、ワクチン未接種の従業員のために屋内および⾞両に必要です。特定の屋内環境の従業員は、CDPH
の注⽂で必要な場合、予防接種の状況に関係なく、フェイスカバーを着⽤する必要があります。6⽉15⽇の時
点で、CDPHが顔の覆いを必要とする屋内環境には、公共交通機関、K-12教育施設、ヘルスケアおよび⻑期ケア
環境、矯正および拘留施設、およびシェルター（ホームレスまたは緊急シェルターおよび冷却センター）が含
まれます。  
 
屋外ではフェイスカバーは必要ありませんが、雇⽤主は、6フィートの物理的距離を維持できない屋外でワク
チン未接種の⼈にはフェイスカバーが推奨されることを労働者に伝える必要があります。雇⽤主は、ワクチン
未接種の⼈に顔の覆いを提供し、要求に応じてワクチン接種を受けた⼈が利⽤できるようにする必要がありま
す。
 
労働法の最新情報
いくつかの労働法条例sがします率の増加効果がアイブ7⽉1⽇詳細については、訪問の労働基準施⾏のウェブ
サイトのオフィス。
 
最低賃⾦条例：
2021年7⽉1⽇より、サンフランシスコでパートタイムおよび臨時の従業員を含む仕事をする従業員には、サン
フランシスコの最低賃⾦である1時間あたり16.32ドル以上の賃⾦を⽀払う必要があります。必要なポスターは
8.5 "x 14"の紙に印刷し、各職場または職場で表⽰する必要があります。
 
最低限の補償条例：
最⼩補償条例（MCO）は、サンフランシスコ国際空港のほとんどの市のサービス請負業者とテナントを対象と
しています。2021年7⽉1⽇より、MCOレートは次のように増加します。

MCO営利率= 1時間あたり18.55ドル
MCO⾮営利率= 1時間あたり17.34ドル
MCOパブリックエンティティレート= 1時間あたり18.00ドル

 
更新されたポスターとフォームは、MCOのWebページで⼊⼿できます。
 
医療説明責任条例：
医療説明責任条例（HCAO）の料⾦は、7⽉1⽇に1時間あたり5.85ドルに引き上げられ、1週間あたり234.00ドル
を上限とします。このレートは毎年7⽉1⽇にインフレに合わせて調整されます。更新されたポスターとフォー
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ムはHCAOのWebページで⼊⼿できます。
 
健康的な空港条例：
健康空港条例（HAO）市の拠出率は、2021年7⽉1⽇には増加せず、1時間あたり9.50ドルのままで、1週間あた
り380ドルを上限とします。次の増加は2022年7⽉1⽇に予定されています。HAOの詳細については、HAOのWeb
サイトにアクセスしてください。
 
新しい売上税率と使⽤税率– 7⽉1⽇運⽤

2021年7⽉1⽇以降、さまざまな市や郡で多くの販売税率と使⽤税率が変更されます。サンフランシスコ郡の税
率は8.5％から8.625％に変更されます。税率の変更は、指定された市または郡の制限内でのみ適⽤されます。
さらに料⾦を読むことによって変更される場所を知る、特別予告新しい売上と7⽉1⽇、2021年の使⽤税率⼿術
新しい税率を、税コード、頭字語、および有効期限を表⽰するために利⽤可能であり、aとしてダウンロード
しますスプレッドシート上で、2021年7⽉1⽇より前カリのF ornia市＆郡セールス＆使⽤税率のウェブページ。
いくつかの特別税および⼿数料率も変更されています。訪問Spの電⼦のCIAL税⾦と⼿数料あなたのビジネスに
影響を与える可能性率の⼀覧を表⽰するレートのページを。ご不明な点がございましたら、CA税務局
（CDTFA）カスタマーサービスセンター（800-400-7115）までお問い合わせください。  
 
より安全に⼀緒に返品注⽂C19-07y
以前に前回のニュースレターで共有した、新しいSafer Return TogetherOrderのハイライトをいくつか紹介しまし
た。サンフランシスコとベイエリアでは、COVID-19の症例率が⾮常に低くなり、予防接種率が上昇していま
す。国家はより安全な経済のための⻘写真を終了し、その場所に新しい、限られたCOVID-19の指針を置くこと
に関連して、保健担当官は発⾏⼀緒に安全なリターン注⽂C19-07y⾏きました6⽉15⽇に発効します。
 
Safer Return Together Orderは、ビジネスおよびその他のセクターの地域の容量制限、地域の物理的距離の要
件、およびその他の多くの以前の健康と安全の制限を解除します。企業はもはや社会的距離のプロトコルを準
備して投稿する必要はなく、ほとんどの場合、健康と安全の計画を保健官に提出する必要はありません。ま
た、オフィスの従業員が可能な限りリモートで作業を継続できるようにすることも強く求められていません。
また、学校、保育を除きず、外の-学校の時間のプログラム、地元の保健ディレクティブの下の部⾨の具体的な
ガイダンスはもはや適⽤されます。詳細については、Safer Return Together OrderC19-07y全体を確認してくださ
い。
 
更新および取り消された健康命令および指令
新しい注⽂を発⾏するとともに、公衆衛⽣省（DPH）を更新しているか、TERMINATE⽇間、多くのCOVID-19健
康注⽂とディレクティブを。
 
⼦供と⻘少年のためのプログラム指令– 2021年6⽉11⽇更新
⼦供と⻘少年のためのプログラム指令| 育児、学校外の時間とデイキャンプのためのガイダンス
注：学校外時間プログラム（OST）の要件とベストプラクティスは、⼦供と⻘少年のためのプログラムに統合
されています。
 
終了または取り消されたCOVID-19健康命令および指令
2021年6⽉15⽇より、保健官は取り消される命令と指令のリストを発⾏しました。 
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ウェビナー：
⼩規模メーカー向けのサプライチェーン契約– 2021年6⽉22⽇⽕曜⽇午後6時
購⼊原材料の契約、委託製造、共同梱包、倉庫、在庫管理、および第三の動きの速い技術の世界-パーティロジ
スティクス、でも安定した経済の新しい⼩規模製造業者のために移動するために挑戦することができます。番
⽬の私のプログラムがされます紹介異なるサプライチェーンの契約標準の、ESを危険な契約条件を管理する⽅
法について説明し、あなたが商⽤サプライチェーンシステムにおける⼩⿂のとき、あなたのサプライヤーとの
契約関係を交渉し、管理する⽅法について共有のヒント、に焦点を当てこれらの問題のある時期に頻繁に発⽣
する予期しないサプライチェーンのコストと障害に対する可能な解決策と救済策。詳細と登録については、こ
こをクリックしてください。
 
IRS、SBA、およびスモールビジネスアドボケイトオフィスとのスモールビジネスワークショップQ＆Aセッショ
ン– 2021年6⽉24⽇⽊曜⽇午後1時PT
IRS、SBA、および中⼩企業庁から直接聞いてください。IRSは、従業員のリテンションクレジット、家族休暇ク
レジットを⽀払い、病気休暇クレジットを⽀払っについて議論するSながらBAは、パンデミック⽀援の概要を
提供します。中⼩企業の所有者のためのCOVID-19救済オプションについてのあなたの質問への答えを得てくだ
さい。登録は不要です。クリックしてここに会議に参加します。
 
⼈事の基本– 2021年6⽉24⽇⽊曜⽇午後6時PT
Start Small Think Big and Low Income Investment Fund（LIIF）に参加して、HR（カリフォルニア固有）の基本に関
するワークショップに参加してください。ワークショップの内容は次のとおりです。給与健康保険その他の必
要な給付。ワークショップは英語、スペイン語、広東語で⾏われます。ここをクリックして出⽋確認をしてく
ださい。
 
BayRENビジネスで運⽤コストを最⼤25％削減する⽅法を学ぶ– 2021年6⽉30⽇⽔曜⽇午後2時
6⽉30⽇の午後2時のローンチウェビナーで、ベイエリアの中⼩企業が利⽤できる新しいエネルギー効率プログ
ラムであるBayRENBusinessについて理解してください。このプログラムは、AssetCareと呼ばれるオールインワ
ンソリューションを提供し、企業がエネルギーを節約し、運⽤コストを削減するのに役⽴ちます。詳細につい
ては、今すぐ登録してください。
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
SF New Deal Small Business Debt Relief Grant Program – OPEN
SF New Dealは、サンフランシスコの中⼩企業に1,000,000ドルの債務救済を分配するためのマイクログラントプ
ログラムを開始しました。
 
400の中⼩企業に2,500ドルの助成⾦が与えられます。この助成プログラムは、SFニューディールのプログラム
にこれまで参加したことのない、新規に開業した企業を含むすべての中⼩企業を対象としています。申請する
のにレストランである必要はありません。たとえば、書店、⼩売店、ネイルサロン、または影響を受けるあら
ゆる種類の中⼩企業が申請することをお勧めします。
 
個⼈は、助成⾦を受け取るために⾃分のビジネスに申し込むか、助成⾦のために彼らの好きな中⼩企業を指名
することができます。申請と推薦の詳細は、SF New Deal Small Business Debt Relief GrantProgramページに記載さ
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れています。申請書の提出期間は2021年6⽉1⽇から6⽉30⽇までです。助成⾦の授与の発表は2021年7⽉31⽇以
前に⾏われます。
 
キッチンゼロSFグラント-OPEN
サンフランシスコ環境省のKitchenZero助成⾦（最⼤$ 14,250）を利⽤して、⾷品廃棄物追跡ソフトウェアと⾷⽤
⾷品寄付の調整により追加の処分コストを削減しながら、必要なサンフランシスカンに⾷料を供給するための
無料の⾷⽤⾷品救助をサポートします。助成⾦の⽬的は、特にCOVID-19のパンデミックの際に、企業と協⼒し
て余剰の⾷⽤⾷品を必要としているコミュニティに再配布することです。あなたのビジネスのための14,250ド
ルは、無料の寄付の受け取りと⾮営利団体への余剰の⾷⽤⾷品の配達、および⾷品廃棄物ソフトウェア追跡ツ
ールへのアクセスに充てられます。詳細については、Kitchen Zero SFファクトシートを確認し、ビジネスで協⼒
できる3つの⾷品回収サービス/⾷品廃棄物防⽌パートナーを確認してください。助成⾦は、2021年9⽉まで先
着順で利⽤できます。申請は不要です。

kelly.gaherty@sfgov.orgまたは415-355-3768のコマーシャルゼロウェイストアシスタントコーディネーターである
KellyGahertyに連絡して、今すぐサインアップしてください。  
 
SBAの更新
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）–オープン
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）アプリケーションポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術組織、美
術館、映画館の運営者、ライブ会場のプロモーター、舞台プロデューサー、才能のある代表者が重要な経済的
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てられました。これら
の資⾦のうち、少なくとも20億ドルは、最⼤50⼈のフルタイム従業員がいる適格なSVOGアプリケーションのた
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、総収⼊の45％に相当する助成
⾦を受ける資格があります。SBAは、先⼊れ先出し法でSVOG申請を受け付け、申請を受け取ったときにそれぞ
れの優先期間に申請者を割り当てます。詳細および申請については、h�ps：//www.svograntportal.sba.gov/s/に
アクセスしてください。  
 
経済的傷害災害ローン（EIDL）– OPEN
COVID-19に対応して、中⼩企業の所有者は、経済的傷害災害ローン（EIDL）を申請して、財政的義務と運営費
を賄うことができます。融資額は、30年間で3.75％の固定⾦利で最⼤$ 500,000になる可能性があります。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。
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