
任意継続被保険者制度とは、退職等するときに加入していた健康保険をご本人の希望により被保険者資格

を喪失した日から20日以内に届出をすることで、 長2年間継続加入できる制度です。

※任意継続被保険者になってからの新たな傷病手当金・出産手当金は給付されません。

制度概要

任意継続被保険者制度について

３．在職時加入の被保険者との違い

２．資格取得要件（任意継続被保険者になれる方の条件）

●資格喪失日の前日（退職日）までに継続して２ヵ月以上の被保険者期間があること
●資格喪失日から２０日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること

１．退職後の健康保険について

※それぞれの手続きはP.7をご参照ください。

在職時 任意継続保険

保険料負担
会社と被保険者でほぼ折半
（会社負担が若干多い）

会社負担はなく、全額自己負担(納付にか
かる手数料もご本人負担となります）

保険料の納付
給与から控除され会社から
健保組合に納付

被保険者本人が健保組合に納付

被保険者期間 退職等により資格喪失するまで

任意継続保険資格取得日から 長2年
（資格喪失日の前日まで）
例：就職の場合就職先で資格取得した

日の前日まで

保
険
の
給
付

傷病手当金

給付有
加入後に発生する新たな給付は無
（退職日以前から給付を受けている、または受給
要件を満たしている場合は有）出産手当金

再就職
しないとき

① ＮＴＴ健康保険組合の
任意継続被保険者になる

② 国⺠健康保険に加⼊する

③ 配偶者や⼦どもの被扶養者になる

再就職
するとき

④ 再就職先の健康保険制度の
被保険者になる

７５歳以上はすべて後期⾼齢者医療制度に加⼊します

Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル

プ
会
社
退
職
後
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■保険料について

２．保険料の納付

※４ 介護保険の納付方法については、P.9をご参照ください。

※５ 納付方法の変更については、P.13をご参照ください。

※６ 保険料払込済みの期間については、「就職、死亡、後期高齢者医療制度への移行、国民健康保険料の

軽減制度に該当」以外の理由で任意継続をやめることはできませんので、前納を選択される場合は注意が

必要です。（国民健康保険への切り替えについては、P.23をご参照ください。）

①毎月納付 ②前納（半年払い・１年払い）

メリット

・納付金額が平準化されます
・保険料の未納月から脱退できます

・保険料が割引になります
（年４％複利原価法による）

・毎月納付の手間がなくなります
・振込または口座振替の手数料負担が少ない

デメリット
・振込または口座振替手数料を毎月負担する
・納付忘れによる喪失の恐れがあります

・１回の納付額が高額となります
・保険料の納付済み期間は脱退できません※６

１．保険料の算定方法

退職時の

標準報酬月額

保険料／月（2020年3月1日現在）

健康保険料 介護保険料（40～64歳）

41万円未満 標準報酬月額×9.27％ 標準報酬月額×1.52％

41万円以上 38,007円 6,232円

【１】保険料/月・・・標準報酬月額×保険料率

【２】標準報酬月額・・・以下のうち、いずれか低い金額となります。

（1）退職時の標準報酬月額

（2）ＮＴＴ健康保険組合の標準報酬月額平均額（2020年度：41万円）※１

※１ 前年度９月３０日時点に基づく

【３】保険料率※２・・・健康保険料 9.27％

介護保険料 40～64歳：1.52％（65歳以上は市区町村の料率により市区町村に納付）

※２ 会社負担はなく、全額自己負担（現役時に比べて２倍強の負担となる場合あり）となります。

【４】保険料の見直し・・・標準報酬月額平均額の改定又は保険料率の変更がない限り、２年間固定となり

ますが、期間の途中で介護保険被保険者の資格取得喪失等がある場合は請求

額が変わります。

※期中に保険料率が引き上げとなった場合、前納をされた方は差額分の請求が発生します。

毎月払いの方は引き上げとなった月から、保険料額が変更、請求されます。
※任意継続保険料につきましては在職時同様、被扶養者がいてもいなくても保険料は変わりません。

保険料の納付方法については、①毎月納付・②前納（半年払い・１年払い）の２種類から選択します。

なお、それぞれの特徴については、下記のとおりです。※４、５

制度概要
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■保険の給付について

№ 給付 内 容

① 療養の給付

被保険者が通常、病院等で診療を受けた場合、医療費の７割または８割
をＮＴＴ健康保険組合が負担します（本人負担は３割または２割）
病院ごとの入院・外来別での窓口負担額が２５，０００円を超えた医療費の
一部負担額について還付されます。

この算定は（1）個人ごと、（2）各診療月ごと、（3）各病院ごと（入院・外来
別、医科・歯科別）に行われます。

②
傷病手当金
（付加給付
含む）

任意継続被保険者になってから新たに傷病となられた場合は給付され
ません。
ただし、退職日以前から傷病手当金の給付を受けているか、または給付
を受ける条件を満たしている場合は、継続して給付が受けられます。
任意継続被保険者とならない場合、付加給付は停止されます（受給中に
資格喪失となった場合も付加給付は停止）。

③ 出産一時金

(A) 産科医療補償制度加入の医療機関かつ、妊娠２２週到達日以降で
出産した場合（１児あたり一律）

⇒ ４５０，０００円（法定給付４２０，０００円+付加給付３０，０００円）

(B) (A)以外
⇒ ４３４，０００円（法定給付４０４，０００円+付加給付３０，０００円）

④ 出産手当金
任意継続被保険者になってから出産された場合は給付されません。

ただし、退職日以前から出産手当金の給付を受けているか、または給付
を受ける条件を満たしている場合は、給付されます。

⑤ 埋葬料 １００，０００円（法定給付５０，０００円＋付加給付５０，０００円）

任意継続被保険者制度の主な保険の給付については、下記の表のとおりとなります。

ただし、②傷病手当金、④出産手当金、⑥通院ドックについては、在職時と給付内容が異なりますので

ご注意下さい。

※その他の給付等については、P.14をご参照ください。

制度概要



№ 給付 内 容

⑥
通院ドックの
受検

１．対象者： 任意継続被保険者で、年度末年齢３０歳以上で、NTT健保加入
期間が分断なく１年以上ある方

かつ
その被扶養配偶者で、年度末年齢30歳以上の偶数年齢の方

２．受検回数： 任意継続期間中に１回
（任意継続保険の期間中（過去も含む）に受検済の場合は、受検不可）

３．受検費用：下記表をご参照ください。

⑦
特定健診の
受診

１．対象者： 年度末年齢が４０歳以上で、年度の４月１日～翌年３月３１日まで、
継続してＮＴＴ健康保険組合に加入している方

※「通院ドック」ではなく「特定健診」を受診したい場合は、ＮＴＴ健康保険組合保険給付
担当まで申し出てください。

■保険の給付について

( ご注意ください）
・資格喪失後に特定健診または通院ドックを受けた場合や、任意継続保険期間に通院ドックを２度受検した場合の

受検費用は、全額（5万～7万程度）を請求させていただくことになります（自己負担となります） のでご注意ください。
（遡って資格喪失となり、任継続資格対象外になった方も含みます。）

・被保険者の方で、任意継続保険から、再度、就職等によりＮＴＴ健康保険組合の一般被保険者に戻る場合は、
任意継続の通院ドックは受検できません。受検した場合、全額自己負担となる場合があります。

・通院ドックの受検は、任意継続期間（過去の任意継続保険期間も含む）で１回となります。毎年はございません。
ご了承ください。

区分
退職年度 任継初年度 任継２年目

偶数年齢 奇数年齢 偶数年齢 奇数年齢 偶数年齢 奇数年齢

被保険者
（３０歳以上）

法定健診
通院ドック【自己負担免除】または 特定健診【無料】

※通院ドックは任継期間中1回受診可能

被
扶
養
配
偶
者

通院ドック
【6,000円】

特定健診
【無料】

通院ドック
【自己負担

免除】 特定健診
【無料】

通院ドック
【自己負担

免除】 特定健診
【無料】40歳以上

通院ドック
【6,000円】

通院ドック
【6,000円】

39歳 － －
通院ドック
【6,000円】

－ －
特定健診
【無料】

30歳以上～
39歳未満※

通院ドック
【6,000円】

－
通院ドック
【6,000円】

－
通院ドック
【6,000円】

－

受診

未受診

受診

未受診

【退職年度末年齢】
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★対象となる方には、任意継続保険の資格取得から約２～３ヶ月後に対象となる健康診断（通院ドックか特定健診）の
受検のご案内を郵送いたします。（届きましたら必ず中身を確認してください。）

制度概要



■資格の喪失について

任意継続被保険者は、次の理由以外による資格喪失は認められません。（健康保険法第38条）

※国民健康保険特例の軽減措置（詳細はP.24参照）に該当した場合は、保険料前納済みであっても、
申し出日の翌月分以降について、上表③の扱いによる喪失が可能です。

・資格喪失理由に該当した場合は、速やかに任意継続被保険者の被保険者証を返却してください。

・資格喪失理由①を除き、「任意継続被保険者資格喪失申請書」(P.32）を提出してください。

資格喪失理由 資格喪失日

① 期間満了 任意継続被保険者となって2年を経過した日

② 死 亡 死亡した日の翌日

③
保険料を納付
しないとき※

毎月払いの納付期限日の翌日
（通常10日。10日が休みの場合は翌営業日が納付期限日となります）

④ 就 職 再就職先で健康保険の被保険者となった日

⑤

75歳到達等

（後期高齢者医療
制度加入）

75歳到達、または、65歳以上で寝たきり等の障害により後期
高齢者医療制度の被保険者になった日

任意継続被保険者となる期間
（最⻑２年間）

任意継続被保険者の資格取得
・退職後20⽇以内に申請

これ以外の理由で
資格喪失は
できません。

【参考】 任意継続被保険者の資格期間

制度概要

国民健康保険への移行について

任意継続被保険者の期間満了後に国民健康保険に加入する場合は、期間満了日までにNTT健康
保険組合より発送される「健康保険組合資格喪失証明書」を住民登録のある市区町村へ提出し、国
民健康保険への加入手続きを行ってください。

※期間中途での国民健康保険の加入（任継から国保への切替）については、P.23をご参照下さい。
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任意継続被保険者の資格喪失
・期間満了（２年）
・死亡したとき
・保険料を期⽇まで納付しなかったとき
・再就職し他の健康保険に加⼊
・75歳到達等（後期⾼齢者医療制度加⼊）

退
職
等
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NTT健康保険組合のホームページで健康保険に関する様々な情報をご覧いただけます
http://www.nttkenpo.jp/

■被保険者証について

任意継続被保険者の被保険者証は、退職手続き（任意継続保険資格取得申請）後、事業所厚生担当より

交付される「保険料振込依頼書」により、初回保険料のお振込※を確認した後、ＮＴＴ健康保険より

被保険者様の住所へ、被保険者様宛で、レターパックプラスにて送付いたします。

※振込手数料（金融機関・納付金額により、200円～1,000円程度）はご本人負担です、ご了解いた

だけない場合は任意継続保険にはご加入いただけません。

・みずほ銀行窓口からの振込については現在手数料無料となっています）
・ゆうちょ銀行からの振込は、ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方のみ可能です。

・ＡＴＭまたはインターネットからの振込も可能ですが、振込人名義の前または後に、被保険者番号

または振込依頼書中段太枠内10桁の番号をご入力ください（入力できない場合は省略可）。

被保険者証の発送及び注意事項について

●退職日１週間前までに手続き及びお振込が完了された方には、通常、退職日までに任意

継続被保険者証を発送します。（繁忙期は多少時間を要する場合もあります）

●在職中（退職日まで）に使用していた被保険者証は事業所厚生担当へ返納してください。

●納付期限迄に初回保険料の納付がない場合、任意継続被保険者の資格取得は取消され
ますのでご注意願います。

１．被保険者証の交付

被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したときは、被保険者証を返却してください。

資格喪失日以降、エヌ･ティ･ティ健康保険組合の被保険者証は使用しないで下さい。

誤って使用した場合、医療費のうち窓口でお支払頂いた額を除いた金額（健康保険組合が負担した

7割～8割相当）を返還いただくこととなります。受診内容によっては非常に高額となる場合があります

ので、資格喪失日以降、エヌ･ティ･ティ健康保険組合の被保険者証は使用せず、速やかに返却のうえ、

新しい健康保険の加入手続きを行ってください。

【任意継続被保険者証送付先】
〒101-0047 東京都千代田区内神田３－６－２ アーバンネット神田ビル

エヌ・ティ・ティ健康保険組合 資格担当行

２．被保険者証の返却

制度概要
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