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中⼩企業ニュースレターのオフィス
件名：店頭破壊⾏為助成⾦、Smlビズサミットなど

2021年9⽉2⽇3⽇
 

親愛なる読者、
以下は、サンフランシスコの中⼩企業向けの発表、リソース、および更新のまとめです。
今後の期⽇：SF中⼩企業は、次の重要な期限に注意する必要があります。

10/31 – SFタバコごみ削減料⾦：第3四半期の期⽇（SF会計）
10⽉31⽇- CA販売と使⽤税：第3四半期LY （原因返す税・⼿数料管理のCA部⾨）
11/1 – SF事業税：四半期ごとに⾒積もられる事業税の⽀払い（SF会計）
11/1 – SF規制ライセンス更新⽀払い期限、2020-2021＆2021-22（SF財務担当者）

 11/1 – SFビジネス登録中⼩企業の更新期限、2021-2022（SF財務担当者）
いつものように、私たちはお⼿伝いします。sfosb.orgで、電⼦メールsfosb@sfgov.orgでお問い合わせいただく
か、415-554-6134までお電話ください。  

連帯して、
 
中⼩企業のオフィス

中⼩企業⽀援センターの更新
OSBが採⽤しています！サンフランシスコでの中⼩企業の⽴ち上げと成⻑をサポートすることに興味があり、
経験がある場合は、中⼩企業⽀援センターに2つのポジションを採⽤しています。位置が掲載されますここで
は今週後半。  ポジションに関する情報は、以下のメールマガジンでお送りします。
営業時間の変更：21年9⽉7⽇現在、OSBの対⾯サービスは⽕曜⽇、⽔曜⽇、⽊曜⽇の午前9時から午後5時まで
ご利⽤いただけます。当事務所は⽉曜⽇と⾦曜⽇は⼀般公開されていません。⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前9時か
ら午後5時まで、電話とメールで実質的にサービスを提供し続けます。

発表
中⼩企業委員会会議– 2021年9⽉27⽇⽉曜⽇午後4時30分

 サンフランシスコ中⼩企業に影響を与えるプログラムと法律について学ぶために、定期的な会議のためにサン
フランシスコ中⼩企業委員会（SBC）に参加してください。⽉曜⽇の議題は次のとおりです。

BOS条例、ファイル番号210835、管理コード-ローカルビジネスエンタープライズプログラム
共有スペースの実装の更新
解像度の要求T彼経済労働⼒開発のオフィスは、直接ヘルプ中⼩の企業が従業員のリテンション税額控
除を申請します

 

SFGovTVでライブ視聴：h�p：//sfgovtv.org/ch2live

中⼩企業委員会に上記の問題に関するパブリックコメントを書⾯で提供するには、sbc @ sfgov.orgに送信する
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。 

会議中の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：24932734057。
⾳声会議で会議を聞くには、＃を2回押します。キューに⼊れる準備ができたら、* 3をダイヤルします。
SF Storefront Vandalism Grantは、申し込みを受け付けています。StorefrontVandalismRelief Grantは、店先の破壊
または損傷につながる意図的な⾏動の影響を受けたサンフランシスコの中⼩企業の回復に経済的救済を提供し
ます。このプログラムは、物理的損傷（盗品や財産の損失を除く）の修理にかかる総費⽤に応じて1,000ドルま
たは2,000ドルの⾦額を提供し、資⾦の利⽤可能性に基づいて先着順で利⽤できます。$ 1 Mのプログラムがし
ます未満$ 8の総収⼊で500以上の企業にサービスを提供Mのための破壊⾏為の後に⾏われたプログラムは、新
しい照明を追加し、警報システムを固定し、新しいセキュリティゲートを交換ロックに資⾦を供給します2020
年、7⽉1⽇窓の上の窓、エッチングを交換し、より多くの。 

 
詳細 申 質 合
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詳細については、oewd.org / VandalismReliefでお申し込みください。質問がある場合は、VandalismRelief @
sfgov.orgに電⼦メールを送信してください。
以下のための登録市の管理者に中⼩企業サミット、10⽉オバー5-6

 あなたは、市とのビジネスに興味がありますか？サンフランシスコの中⼩企業は、10⽉5〜6⽇に開催される
City Administrator's Small Business Summitに招待されます。これは、地元の中⼩企業やサプライヤーのためにサ
ンフランシスコ市と郡とのビジネスを⾏うことをわかりやすく説明することを⽬的とした仮想イベントです。
Sモールの企業は、市が商品やサービスを調達する⽅法、今後の機会を⾒つける場所、請負業者やサプライヤ
ーのコンプライアンス要件について学びます。サミットでは、勧誘への効果的な対応や認定ローカルビジネス
エンタープライズ（LBE）になる⽅法など、カスタマイズされた技術⽀援ワークショップも開催されます。 

www.sf.gov/2021bizsummitで無料で登録してください。
SFレストランウィーク– 9⽉24⽇までに参加レストランとして登録

 秋SFレストランウィーク（SFRW）は、10⽉15⽇⾦曜⽇から10⽉24⽇⽇曜⽇までです。SFRWは、参加レストラ
ンへのトラフィックを促進し、市のユニークな料理の⾵景を祝うために設計された10⽇間のプロモーションキ
ャンペーンです。ゴールデンゲートレストラン協会は、参加レストランとして登録していただけますことによ
り、9⽉24⽇（⾦曜⽇）。サインアップには2分かかり、登録するためにメニューを送信する必要はありませ
ん。詳細と登録はこちらから。
Cのうち⼀体GGRAのガイドのための詳細なイベント情報、FAQ、およびヒントあなたのメニュー作成する際の
考慮事項について：参加レストランのためのガイド| ギアパラRestaurantes Par�cipantes。  

新CalOSBAスモールビジネスポータル
 中⼩企業の⽀持者のカリフォルニアのオフィス（CalOSBA ）、ビジネス経済開発（GO-ビズ）打ち上げの知事の

オフィスの⼀部calosba.ca.gov -を通じて利⽤できる重要なリソースとカリフォルニア州の中⼩企業のコミュニ
ティを接続しているウェブサイト州が資⾦提供する中⼩企業の技術⽀援プログラムおよびその他の州のリソー
ス。資⾦調達、ビジネスのさまざまな段階にあるビジネス向けのツールなどに関するリソースについては、ポ
ータルを探索することをお勧めします。
メインストリート中⼩企業税額控除IIおよびCDTFAリソースメインストリート中⼩企業税額控除IIは、資格のあ
るCA中⼩企業雇⽤者にCOVID-19の経済的救済を提供します。中⼩企業2020年12⽉31⽇のように500⼈の以下の
従業員とeは総収⼊は所得税で20％以上の減少をxperienced対象となります。11⽉1⽇から30⽇まで、カリフォ
ルニア州税務局（CDTFA）のオンライン予約システムを介して申請し、資格のある従業員の純増額1件あたり
1,000ドル、最⼤150,000ドルを予約します。クレジットは先着順で予約されています。資格のある中⼩企業
は、所得税または売上税のいずれかを相殺し、申告時にクレジットで税⾦を使⽤することができます。もっと
詳しく知る。 

 
役⽴つリソース：CDTFAのWebサイトにアクセスして、多数のリソース、業界ガイド、更新されたフォ
ームと出版物、オンラインチュートリアル、およびウェビナーを確認してください。

ウェビナーズ：
より良いビジネスの再構築– 9⽉29⽇午後

 1時SFスモールビジネス開発センターは、COVIDで学んだ教訓、ビジネスの適応⽅法、財務、記録、マーケティ
ング、サービス品質の今後のビジネスの違いを共有するためのインタラクティブセッションを主催していま
す。 、⼈員配置、および期待。ここに登録。
CDTFA仮想税教育（完全なカレンダー）–複数のトピックと⽇付

ウェビナーバシコSobre Impuesto・デ・ベンタス闘⽜場のy嘘 - 27デsep�embre 、午前9時-午後1時
基本的な販売および使⽤税のウェビナー– 10⽉1⽇午前10時| 10⽉5⽇午前9時| 10⽉11⽇午前10時
基本的なセールス＆使⽤税と税の申告の準備- 10⽉12 @ 9 AM
⾷品業界のウェビナー– 10⽉8⽇午前10時
インターネットおよび在宅ビジネスのウェビナー– 10⽉6⽇午前9時および午後1時
建設請負業者の消費税と使⽤税ウェビナー– 10⽉7⽇午前9時

 
第2⾦曜⽇予防ビジネス法律事務所の営業時間– 10 / 8、11 / 12、12 / 10毎⽉第2⾦曜⽇にSFコミュニティビジネ
ス法律センターとパートナーに

 参加して、複雑で紛らわしい法制度をナビゲートする⽅法を学びましょう。マイクロビジネスは、成功裏に⽴
ち上げ、⽣き残り、そして繁栄することができます。ここに登録。

資⾦源
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Gov't Funding Resources 
CA Relief Grant –ラウンド9はオープン、
9/30ラウンド9（9⽉9-30⽇）は終了：以前の特定のラウンドからの新規申請者と順番待ちリストの申請者。
適格な申請者：特定の以前のラウンドからの現在の順番待ちリストの申請者、および適格基準を満たす新しい
申請者は、5,000ドルから25,000ドルの資格があります。ラウンド1、2、3、5、6、または7のレビュープロセス
で先に進むために選択されなかった申請者は、再申請する必要がなく、⾃動的にラウンド9に移動します。新
しい申請者はCAReliefGrant.comで申請する必要があります。。

サンフランシスコ中⼩企業の回復融資資⾦- OPEN
SF中⼩企業は、www.CALoanFund.orgで最⼤$ 100,000の0％利息ローンを申請できます。このプログラムは、KIVA
および地元のコミュニティ開発⾦融機関（CDFI ）と協⼒してカリフォルニア再建基⾦を通じて運営されていま
す。     
 
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。詳細については、sba.gov / eidlをご覧ください。

 
従業員保持税額控除

 ERTCは、従業員の給与を維持するためのインセンティブとして、従業員1⼈あたり最⼤33,000ドルの返⾦可能な
クレジットを提供します。雇⽤主は、2020年3⽉13⽇から2021年12⽉31⽇まで従業員に⽀払われる適格賃⾦を
介して連邦雇⽤税に対してERTCを利⽤できます。企業は過去の四半期に対して遡及的にクレジットを請求でき
ます。もっと詳しく知る。
SF Storefront Vandalism Grant 

 Dは、アナウンスセクションで詳しく説明しています。
⺠間セ  クターの資⾦調達リソース
La�nxグラント機会- 9/30によって適⽤

 TikTok 、ヒスパニックヘリテージ財団、およびパートナーがいる打ち上げ$ 150,000のgを暴⾔Fウント拡⼤し、
⽶国全体で30中⼩La�nx事業の上昇を⽬的としました。30⼈のラテン系ビジネスオーナーには、それぞれ5,000
ドルの現⾦助成⾦が授与されます。アプリケーションは9⽉30⽇に終了します。詳細をご覧ください。

GoFundMe Small Business Relief Fund ：GoFundMeは、COVID-19危機の影響を受けた中⼩企業に、500ドルのマッ
チング助成⾦を提供し、GoFundMeで募⾦活動を開始し、他のサポーターから500ドルを集めています。マッチ
ング助成⾦の各受領者は、従業員の世話をしたり、継続的な事業費を⽀払うために資⾦を使⽤することを意図
している必要があります。もっと詳しく知る。
 
Alibaba.comは、Hello Aliceと提携して、⽶国のオンライン起業家が⾰新的な製品や市場投⼊のアイデアを実現
するのを⽀援するために10,000ドルの助成⾦を提供しています。10⽉21⽇までに今すぐお申し込みください！T
O資格は、登録された⽶国ベースの企業は、新規または既存の持っている必要がありますAlibaba.comアカウン
トを。2021年10⽉21⽇より前にAlibaba.comから調達した中⼩企業が優先されます。詳細をご覧ください。 
 
こんにちは、アリスは提供していますCOVID-19リソースセンターのヘルプをよあなたは資⾦調達、eラーニン
グガイド、指導へのアクセス権を持つ新しいノーマルをナビゲートします。企業は、業界または多様なビジネ
スの種類ごとに選択して、資⾦調達、リソース、およびカスタマイズされたツールを表⽰できます。

新規および更新されたリソースについては、oewd.org / covid19を確認することをお勧めします。
  

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=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=http://www.CALoanFund.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/%3Fgclid%3DCjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHmoUkhpvnrrXG7V6cCGdI_kbzqbH_6zWbSwx-l4lRVS3AM8murTAaBoCcLMQAvD_BwE
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&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=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/employee-retention-tax-credit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://hispanicheritage.org/small-business-grants-for-latinx-business-owners/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://alibaba.helloalice.com/%3Futm_source%3DNewsletter%2BInclusions%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DAlibaba_Grant_1%26goal%3D0_18427d7730-43938924fb-437725722%26mc_cid%3D43938924fb%26mc_eid%3De5a1b655b6
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://covid19.helloalice.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ja&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news


9/23/21, 1:41 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/4

 


