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最終更新日：2019 年 8 月 19 日

最低賃金比較
2016 年 1 月 1 日施行
賃金/月

地域
1

350 万ドン

地域名

2017 年 1 月 1 日施行
賃金/月

2018 年 1 月 1 日施行

地域名

賃金/月

地域名

2019 年 1 月 1 日施行
賃金/月

地域名

①ハノイ市－各区、ザーラム県、ドンアイン県、ソクソン県、

①ハノイ市―各区、ザーラム県、ドンアイン県、ソクソン

①ハノイ市―各区、ザーラム県、ドンアイン県、ソクソン県、タイン

①ハノイ市―各区、ザーラム県、ドンアイン県、ソクソン県、タ

タインチ県、 トゥリエム県、トゥオンティン県、ホアイドゥ

県、タインチ県、トゥオンティン県、ホアイドゥック県、ダ

チ県、トゥオンティン県、ホアイドゥック県、タイックタット県、ク

インチ県、トゥオンティン県、ホアイドゥック県、タイックタッ

ック県、ダンフオン県、タイック タット県、クオックオアイ

ンフオン県、タイックタット県、クオックオアイ県、タイン

オックオアイ県、タインオアイ県、メリン県、チュオンミー県、ソン

ト県、クオックオアイ県、タインオアイ県、メリン県、チュオン

県、タインオアイ県、メリン県、ソンタイ町、②ハイフォン市

オアイ県、メリン県、ソンタイ町、②ハイフォン市―各区、

タイ町、②ハイフォン市―各区、トゥイグエン県、アンズオン県、ア

ミー県、ソンタイ町、②ハイフォン市―各区、トゥイグエン県、

トゥイグエン県、アンズオン県、アンラオ県、ビンバオ県、

ンラオ県、ビンバオ県、ティエンラン県、③ホーチミン市－各区、ク

－各区、トゥイグエン県、アンズオン県、アンラオ県、ビンバ
オ県、③ホーチミン市の各区、クチ県、ホクモン県、ビンチャ

375 万ドン

③ホーチミン市の各区、クチ県、ホクモン県、ビンチャイン

398 万ドン

チ県、ホクモン県、ビンチャイン県、ニャーベー県、④ドンナイ省－

418 万ドン

アンズオン県、アンラオ県、ビンバオ県、ティエンラン県、カッ
トハイ県、キエントゥイ県、③ホーチミン市－各区、クチ県、ホ

イン県、ニャー ベー県、④ドンナイ省－ビエンホア市、ニョ

県、ニャー ベー県、④ドンナイ省－ビエンホア市、ニョンチ

ビエンホア市、ロンカイン市、ニョンチャク県、ロンタイン県、ビン

クモン県、ビンチャイン県、ニャーベー県、④ドンナイ省－ビエ

ンチャク県、ロンタイン県、ビンキュー県、チャンボム県、⑤

ャク県、ロンタイン県、ビンキュー県、チャンボム県、⑤ビ

キュー県、チャンボム県、⑤ビンズオン省－トゥーザウモット市、ト

ンホア市、ロンカイン町、ニョンチャク県、ロンタイン県、ビン

ビンズオン省－トゥーザウモット町、トウアンア ン県、ジア

ンズオン省－トゥーザウモット町、トウアンアン県、ジアン

ウアンアン町、ジアン町、ベンカット町、タンウエン町、バウバン

キュー県、チャンボム県、⑤ビンズオン省－トゥーザウモット

ン県、ベンカット県、タンウエン県、⑥バリアブンタウ省－ブ

県、ベンカット県、タンウエン県、バオバン県、バックタン

県、バックタンウエン県、⑥バリア＝ブンタウ省－ブンタウ市、タン

市、トウアンアン町、ジアン町、ベンカット町、タンウエン町、

ンタウ市

ウィン県、⑥バリアブンタウ省－ブンタウ市

タイン県

バウバン県、バックタンウエン県、ザウティエン県、フージァオ
県、⑥バリア＝ブンタウ省－ブンタウ市、フーミー町

①ハノイ市－その他の県、②ハイフォン市－その他の県、
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①ハノイ市－その他の県、②ハイフォン市－その他の県、③ハ

③ハイズオン省－ハイズオン市、④フンイエン省－フンイ

イズオン省－ハイズオン市、④フンイエン省－フンイエン市、

エン市、ミーハオ県、バンラム 県、バンザン県、イエンミ

ミーハオ県、バンラム 県、バンザン県、イエンミー県、⑤ビ

ー県、⑤ビンフック省－ビンイエン市、フックイエ ン町、

ンフック省－ビンイエン市、フックイエ ン町、ビンスエン

ビンスエン県、イエンラック県、⑥バクニン省－バクニン

県、イエンラック県、⑥バクニン省－バクニン市、トゥソン

市、トゥソン 町、クエボー県、ティエンズー県、イエンフ

町、クエボー県、ティエンズー県、イエンフォン県、トゥアン

ォン県、トゥアンタイン県、⑦ク アンニン省－ハロン市、

タイン県、⑦ク アンニン省－ハロン市、モンカイ市、⑧タイ

モンカイ市、カムファー市、オンビ市、⑧タイグエン省－

グエン省－タイグエン市、⑨ フート省－ベトチー市、⑩ラオ

タイグエン市、ソンコン市、ホーイン町、⑨ フート省－ベ

カイ－ラオカイ市、⑪ニンビン省－ニンビン 市、⑫トゥアン

トチー市、⑩ラオカイ－ラオカイ市、⑪ニンビン省－ニン

ティエンフエ省－フエ市、⑬ダナン市－各区と県、⑭カイン

ビン 市、⑫トゥアンティエンフエ省－フエ市、⑬ダナン市

310 万ドン ホア省－ニャチャン市、カムラン町、⑮ラムドン省－ダラット

332 万ドン

町、⑮ラムドン省－ダラット市、バオロック 市、⑯ビント

市、⑰ホーチミン市－その他の県、⑱ドンナイ省－ロンカイン

ゥアン省－ファンティエット市、⑰ホーチミン市－カンゾ

町、ディンクアン県、スアンロック県、⑲ビンズオ ン省－フ

ー県、⑱タイニン省－タイニン市、チャンバン県、ゴギャ

ーザオ県、ザウティエン県、⑳ビンフオック省－チョンタイン

オ県、⑱⑲ドンナイ省－ロンカイン町、ディンクアン県、

県、 21．バリア－ブンタウ省－バリア町、タンタイン郡、22.

スアンロック県、⑳ビンズオン省－その他の県、21．ビン

ロンアン省－タンア ン市、ドゥックホア県、ベンルック県、

フオック省－ドンシャイ町、チョンタイン県、22．バリア

カンドゥオック県、カンジオック県、23. ティエンザン省－ミ

－ブンタウ省－バリア町、タンタイン郡、23.ロンアン省－

トー市、24.カントー市－郡、25.キエンザン省－ラックザー

タンア ン市、ドゥックホア県、ベンルック県、カンドゥオ

市、26.アンザン省-ロンスエン市、27.カマウ省－カマウ市

ック県、カンジオック県、24. ティエンザン省－ミトー
市、25.カントー市－郡、26.キエンザン省－ラックザー
市、ハティエン町、フーウック区、27.アンザン省-ロンス

①ハノイ市－その他の県、②ハイフォン市－その他の県、③ハ

オン省－ハイズオン市、④フンイエン省－フンイエン市、ミーハオ

イズオン省－ハイズオン市、④フンイエン省－フンイエン市、

県、バンラム県、バンザン県、イエンミー県、⑤ビンフック省－ビ

ミーハオ県、バンラム県、バンザン県、イエンミー県、⑤ビン

ンイエン市、フックイエン町、ビンスエン県、イエンラック県、⑥

フック省－ビンイエン市、フックイエン町、ビンスエン県、イ

バクニン省－バクニン市、トゥソン町、クエボー県、ティエンズー

エンラック県、⑥バクニン省－バクニン市、トゥソン町、クエ

県、イエンフォン県、トゥアンタイン県、⑦クアンニン省－ハロン

ボー県、ティエンズー県、イエンフォン県、トゥアンタイン

市、モンカイ市、カムファー市、ウオンビ市、⑧タイグエン省－タ

県、ジャビン県、ルオンタイ県、⑦クアンニン省－ハロン市、

イグエン市、ソンコン市、フォーイエン町、⑨フート省－ベトチー

モンカイ市、カムファー市、ウオンビ市、⑧タイグエン省－タ

市、⑩ラオカイ省－ラオカイ市、⑪ナムディン省－ナムディン市、

イグエン市、ソンコン市、フォーイエン町、⑨フート省－ベト

ミーロック県、⑫ニンビン省－ニンビン市、⑬トゥアティエンフエ

チー市、⑩ラオカイ省－ラオカイ市、⑪ナムディン省－ナムデ

省－フエ市、⑭クアンナム省―ホイアン市、タムキー市、⑮ダナン

ィン市、ミーロック県、⑫ニンビン省－ニンビン市、⑬トゥア

市－各区と県、⑯カインホア省－ニャチャン市、カムラン市、⑰ラ

－各区と県、⑭カイン ホア省－ニャチャン市、カムラン

市、バオロック 市、⑯ビントゥアン省－ファンティエット

①ハノイ市－その他の県、②ハイフォン市－その他の県、③ハイズ

353 万ドン

ムドン省－ダラット市、バオロック市、⑱ビントゥアン省－ファン

キー市、⑮ダナン市－各区と県、⑯カインホア省－ニャチャン

ティエット市、⑲ホーチミン市－カンゾー県、⑳タイニン省－タイ

市、カムラン市、⑰ラムドン省－ダラット市、バオロック市、

ニン市、チャンバン県、ゴーザウ県、21.ドンナイ省－ディンクアン

⑱ビントゥアン省－ファンティエット市、⑲ホーチミン市－カ

県、スアンロック県、トンニャット県、22.ビンズオン省－その他の

ンゾー県、⑳タイニン省－タイニン市、チャンバン県、ゴーザ

県、23.ビンフオック省－ドンソアイ町、チョンタイン県、24.バリ

ウ県、21．ドンナイ省－ディンクアン県、スアンロック県、ト

ア＝ブンタウ省－バリア市、25.ロンアン省－タンアン市、ドゥック

ンニャット県、22.ビンフオック省－ドンソアイ町、チョンタイ

ホア県、ベンルック県、トゥートゥア県、カンドゥオック県、カン

ン県、23.バリア＝ブンタウ省－バリア市、24.ロンアン省－タ

ズオック県、26.ティエンザン省－ミトー市、27.カントー市－各区

ンアン市、ドゥックホア県、ベンルック県、トゥートゥア県、

28.キエンザン省－ラックザー市、ハティエン町、フークオック県、

カンドゥオック県、カンズオック県、25.ティエンザン省－ミト

29.アンザン省-ロンスエン市、チャウドック市、30.チャビン省－チ

ー市、チャウタイン県、26.カントー市－各区、27.キエンザン

ャビン市、31.カマウ省－カマウ市

省－ラックザー市、ハティエン町、フークオック県、28.アンザ

エン市、28.カマウ省－カマウ市

禁無断転載

ティエンフエ省－フエ市、⑭クアンナム省―ホイアン市、タム
371 万ドン

ン省-ロンスエン市、チャウドック市、29.チャビン省－チャビ
ン市、30.カマウ省－カマウ市 31.クアンビン省―ドンホイ市
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①省に直属する市(地域 1・地域 2 で規定している省直属市

①省に直属する市(地域 1・地域 2 で規定している省直属市を除

①省に直属する市(地域 1・地域 2 で規定している省直属市を除

を除く)、②ハイズオン省－チーリン町、カムザン県、ナム

く)、②ハイズオン省－チーリン町、カムザン県、ナムサック県、キ

く)、②ハイズオン省－チーリン町、カムザン県、ナムサック

サック県、キムタイン県、キンモン県、ザロック県、ビン

ムタイン県、キンモン県、ザロック県、ビンザン県、トゥーキー

県、キムタイン県、キンモン県、ザロック県、ビンザン県、ト

ハイズオン 省－チーリン町、カムザン県、ナムサック県、キ

ザン県、トゥーキー県、③ビンフック省－ビントゥオン

県、③ビンフック省－ビントゥオン県、タムダオ県、タムズオン

ゥーキー県、③ビンフック省－ビントゥオン県、タムダオ県、

ムタイン県、キンモン県、 ザロック県、ビンザン県、トゥー

県、タムダオ県、タムズオン県、ラップタック県、ソンロ

県、ラップタック県、ソンロ県、④フート省－フート町、フーニン

タムズオン県、ラップタック県、ソンロ県、④フート省－フー

キー県、③ビンフック省－ビントゥオン県、 タムダオ県、タ

県、④フート省－フート町、フーニン県、ラムラオ県、タ

県、ラムタオ県、タインバ県、タムノン県、⑤バクニン省－ザビン

ムズオン県、ラップタック県、ソンロ県、④フート省－フート

インバ県、タムノン県、⑤バクニン省－ザビン県、ルオン

県、ルオンタイ県、⑥バクザン省－べトイエン県、イエンズン県、

町、フーニン県、ラムラオ県、タインバ県、タムノン県、⑤バ

タイ県、⑥バクザン省－べトイエン県、イエンズン県、ヒ

ヒエップ ホア県、タンイエン県、ランザン県、⑦クアンニン省－ク

タンイエン県、ランザン県、⑥クアンニン省－クアンイエン

クニン省－ザビ ン県、ルオンタイ県、⑥バクザン省－べトイ

エップ ホア県、タンイエン県、ランザン県、⑦クアンニン

アンイエン町、ホアンボー県、ドンチウ町、⑧ラオカイ省－バオタ

町、ホアンボー県、ドンチウ町、⑦ラオカイ省－バオタン県、

エン県、イエンズン県、ヒエップ ホア県、タンイエン県、ラ

省－クアンイン町、ホアンボー県、ドンチウ県町、⑧ラオ

ン県、サパ県、⑨フンイエン省－その他の県、⑩タイグエン省－フ

サパ県、⑧フンイエン省－その他の県、⑨タイグエン省－フー

ンザン県、⑦クアンニン省－ウオンビ町、カム ファー町、ホ

カイ省－バオタン県、サパ県、⑨フンイエン省－その他の

ービン県、フールオン県、ドンヒー県、ダイトゥ県、⑪ホアビン省

ビン県、フールオン県、ドンヒー県、ダイトゥ県、⑩ホアビン

アンボー県、ドンチウ県、⑧ラオカイ省－バオタン県、サパ

郡区、⑩タイグエン省－フービン県、 フールオン県、ドン

－ルオンソン県、⑫ナムディン省－その他の区、⑬ハナム省－ズイ

省－ルオンソン県、⑪ナムディン省－その他の区、⑫ハナム省

県、⑨フンイエン省－その他の郡、ミーハオ県、バンラム県、

ヒー県、ダイトゥ県、⑪ナムディン省－その他の区、⑫ハ

ティエン県、キムバン県、⑭ニンビン省―ザービエン県、イエンハ

－ズイティエン県、キムバン県、⑬ニンビン省―ザービエン

ナム省－ズイティエン県、キムバン県、⑬バクニン省―ギ

ン県、ホアル県、⑮タインホア省―ビンソン町、ティンザ県、⑯ハ

県、イエンカイン県、ホアル県、⑭タインホア省―ビンソン

アビン県、インハン県、ホアル県、⑭ハオビン省―ルンソ

ティン省―キーアイン町、⑰トゥアティエンフエ省－フオントゥイ

町、ティンザ県、⑮ハティン省―キーアイン町、⑯トゥアティ

ン県、⑮カンホア県―ビンソン町、ティンギャ県、⑯ハテ

町、フオンチャ県、フーロック県、フォンデイエン県、クアンディ

エンフエ省－フオントゥイ町、フオンチャ町、フーロック県、

ズイティエン県、キムバン県、⑬ニンビン省－タムディエップ

ィン省―キーアイン県、⑰トゥアンティエン－フエ省－フ

エン県、フーバン県、⑱クアンナム省－ディエンバン町、ダイロッ

フォンデイエン県、クアンディエン県、フーバン県、⑰クアン

町、ザービエン県、イエンカイン県、ホアルー県、⑭タインホ

オントゥイ町、フオンチャ県、フーロック県、フォンデイ

ク県、ズイスエン県、ヌイタイン県、クエソン県、タンビン県、フ

ナム省－ディエンバン町、ダイロック県、ズイスエン県、ヌイ

ア省－ビムソ ン町、ティンザ県、⑮ハティン省－キーアイン

エン県、クアンディエン県、フーバン県、⑱クアンナム省

ーニン県、⑲クアンガイ省－ビンソン県、ソンティン県、⑳フーイ

タイン県、クエソン県、タンビン県、フーニン県、⑱クアンガ

県、トゥアンティエン－フエ省－フオントゥイ町、フオンチャ

－ディエンバン県、ダイロック県、 ズイスエン県、ヌイタ

エン省－ソンカウ町、ドンホア県、21.ニントゥアン省―ニンハイ

イ省－ビンソン県、ソンティン県、⑲フーイエン省－ソンカウ

県、フーロック県、フォンデイエン県、クアンディエン県、フ

イン県、クソン県、タンビン県、⑲クアンガイ省－ビンソ

県、トゥアンバック県、22.カインホア省－カムラム県、ズィエンカ

町、ドンホア県、⑳ニントゥアン省―ニンハイ県、トゥアンバ

ーバン県、⑯クアンナム省－ディエンバン県、ダイロック県、

ン県、ソンティン県、⑳フーイエン省－ソンカウ町、ドン

イン県、ニンホア町、バンニン県、23.コントゥム省－ダクハー県、

ック県、21.カインホア省－カムラム県、ズィエンカイン県、ニ

ホア県、21．ニントゥアン省―ニンハイ県、ニントゥアン

24.ラムドン省－ドクチョン県、ジーリン県、25.ビントゥアン省－

ンホア町、バンニン県、22.コントゥム省－ダクハー県、23.ラ

ラジー町、ハムトゥアンバック県、ハムトゥアンナム県、26.ビンフ

ムドン省－ドクチョン県、ジーリン県、24.ビントゥアン省－ラ

①省に直属する市(地域 2 で規定している省直属市を除く)、②

バンザン県、 イエンミー県、⑩タイグエン省－ソンコン町、
フォーイエン県、フービン県、 フールオン県、ドンヒー県、
ダイトゥ県、⑪ナムディン省－ミーロック県、⑫ ハナム省－

地域
3

270 万ドン

ズイスエン県、ヌイタイン県、⑰クアンガイ省－ビンソン県、

290 万ドン

309 万ドン

ト町、フーニン県、ラムタオ県、タインバ県、タムノン県、⑤
325 万ドン

バクザン省－べトイエン県、イエンズン県、ヒエップ ホア県、

ソンティン県、⑱フーイエン省－ソンカウ町、⑲カインホア省

バック県、22．カインホア省－カムラム県、ズィエンカイ

－カムラム県、ズィエンカイ ン県、ニンホア県、バンニン

ン県、ニンホア県町、バンニン県、23.コントゥム省－ダク

オック省―フオックロン町、ビンロン町、ドンフー県、ホンクアン

ジー町、ハムトゥアンバック県、ハムトゥアンナム県、25.ビン

県、⑳ニントゥアン省－ニンハイ県、トゥアン バック県、21.

ハー県、24.ラムドン省－ドクチョン県、ジーリン県、25.

県、ロクニン県、フージエン県、27.タイニン省－その他の県、28.

フオック省―フオックロン町、ビンロン町、ドンフー県、ホン

コントゥム省－ダクハー県、22.ラムドン省－ドクチョン県、

ビントゥアン省－ラジー町、ハムトゥアンバック県、ハム

ドンナイ省－その他の県、29.バリア＝ブンタウ省－ロンディエン

クアン県、ロクニン県、フージエン県、26.タイニン省－その他

トゥアンナム県、26.ビンフオック省―フオックロン町、ビ

県、ダットドー県、スエンモック県、チャウドゥク県、コンダオ

の県、27.ドンナイ省－その他の県、28.バリア＝ブンタウ省－

ンロン町、ビンロン町、ドンフー県、ホンクアン県、27．

県、30.ロンアン省－キエントゥオン町、ドクフエ県、チャウタイン

ロンディエン県、ダットドー県、スエンモック県、チャウドゥ

タイニン省－その他の県、28.ドンナイ省－その他の県、

県、タンチュ県、タインホア県、31.ティエンザン省－ゴーコン町、

ク県、コンダオ県、29.ロンアン省－キエントゥオン町、ドクフ

クロン町、ビンロン町、ドンフー県、ホンクアン 県、26.ドン

29.バリ アブンタウ省－ロンディエン県、ダットドー県、

カイライ町、チャウタイン県、チョガオ県、32.ベンチェ省－チャウ

エ県、チャウタイン県、タンチュ県、タインホア県、30.ティエ

ナイ省－その他の県、27.ビンズオン省－その他の県、28.バリ

スエンモック県、チャウドク 県、コンダオ県、30.ロンア

タイン県、33.ビンロン省－ビンミン町、ロンホー県、34.カントー

ンザン省－ゴーコン町、カイライ町、タンフォック県、チョガ

アブンタウ省－ロンディエン県、ダットドー県、スエンモック

ン省－キーントゥ町、トゥートゥア県、ドクフエ県、チャ

市－各県、35.キエンザン省－キエンルオン県、キエンハイ県、チャ

オ県、31.ベンチェ省－チャウタイン県、32.ビンロン省－ビン

県、チャウドク 県、コンダオ県、29.ロンアン省－トゥートゥ

ウタイン県、タンチュ県、タインホア県、31.ティエンザン

ウタイン県、36.アンザン省－タンチャウ町、チャウフー県、チャウ

ミン町、ロンホー県、33.カントー市－各県、34.キエンザン省

ア県、ドクフエ県、チャウタイン 県、タンチュ県、タインホ

省－ゴーコン町、チャイラ町、チャウタイ ン県、チョギャ

タイン県、トアイソン県、37.ハウザン省－ガーバイ町、チャウタイ

－キエンルオン県、キエンハイ県、チャウタイン県、35.アンザ

ア県、30.ティエンザン省－ゴーコン町、チャウタイ ン県、

オ県、32.ベンチェ省－チャウタイン県、33.ビンロン省－

ン県、チャウタインア県、38.チャビン省―ズエンハイ町、39.バク

ン省－タンチャウ町、チャウフー県、チャウタイン県、トアイ

31.ベンチェ省－チャウタイン県、32.ビンロン省－ビンミン

ビンミン県、ロンホー県、34.カントー市－各県、35.キエ

リュウ省―ザーライ町、40.ソクチャン省―ヴィンチャウ町、ガーナ

ソン県、36.ハウザン省－ガーバイ町、チャウタイン県、チャウ

県、ロンホー県、33.カントー市－各県、34.キエンザン省－ハ

ンザン省－キエンルオン県、キエンハイ県、チャウタイン

ム県、41.カマウ省－ナムカン県、カイヌオック県、ウミン県、チャ

タインア県、37.チャビン省―ズエンハイ町、38.バクリュウ省

ティエン町、キエンルオン県、フークオック県、キエンハイ

県、36.アンザン省－チャウドック町、タンチャウ町、チャ

ンバントイ県

―ザーライ町、39.ソクチャン省―ヴィンチャウ町、ガーナム

県、ザンタイン県、チャウタイン県、35.アンザン省－チャウ

ウフー県、チャウタン県、トイソン県、37.ハウザン省－ガ

県、40.カマウ省－ナムカン県、カイヌオック県、ウミン県、チ

ドック町、タンチャウ町、36.ハウザン省－ガーバイ町、 チャ

ーバイ町、 チャウタイン県、チャウタインア県、38．トラ

ャンバントイ県、41.クアンビン省―レトゥイ県、クアンニン

ウタイン県、チャウタインア県、37.カマウ省－ナムカン県、

ビン省―ドゥエンハイ、39．バクリュウ省―ギアライ町、

県、ボチャック県、クアンチャック県、バドン町

カイヌオッ ク県、ウミン県、チャンバントイ県

40．ソックチャン省―ヴィンチャウ町、ガーナン町、41.カ

ジーリン県、23.ビントゥアン省－ラジー町、ハムトゥアンバ
ック県、ハムトゥ アンナム県、24.タイニン省－チャンバン
県、ゴーザウ県、25.ビンフオック 省－ドンソアイ町、フオッ

マウ省－ナムカン県、カイヌオッ ク県、ウミン県、チャン
バントイ県
地域
4

240 万ドン

その他地域

258 万ドン

その他地域

276 万ドン

その他地域

292 万ドン

その他地域

注：
2016 年は 2015 年 11 月 11 日付政令 122 号（122/2015/ND-CP)
2017 年は 2016 年 11 月 14 日付政令 153 号（153/2016/ND-CP）
2018 年は 2017 年 12 月 7 日付政令 141 号（141/2017/ND-CP）
2019 年は 2018 年 11 月 16 日付政令 157 号（157/2018/ND-CP）
2020 年に予定されている最低賃金の上昇については、2019 年 7 月 11 日の国家賃金審議会において議論され、2019 年との比較で 5.5％の上昇が合意された。近々政府に対して正式に提出され、政令 157 号に代わる政令が発令される見込みである。
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