
今後のサービス向上のため、苦情、お褒めの言葉、コメントな
ど形式の如何に関わらず、皆さまからのご意見やご感想をお
待ちしています。

サービスを利用した際の経験について我々にコメント等を寄
せられる場合、皆さまには、その件についてご自身が選んだ人
に補助をしてもらうか、または代理として行動してもらう権利
があります。

苦情、お褒めの言葉、コメントは次の方法により直接連絡でき
ます。

• 付属のフォームに記入し、下記の住所に郵送する	
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

または、

• Eメールで	 alz@alzheimers.org.au
• 電話で	 03 9815 7800
• ファックスで	 03 9815 7801
• オフィスで	 アルツハイマーオーストラリア・ビクトリア 

 州支部のオフィスでスタッフと直接話す

苦情がおありの場合は、素早く調査や対応ができるよう、でき
る限り速やかに我々にご相談ください。すべての苦情に迅速、
公正に、秘密厳守で対応します。

上記以外の方法として、下記に連絡することもできます。

Health	Services	Commissioner(医療サービスコミッショナー)
電話	1800	136	066
health.vic.gov.au/hsc

The	Office	of	the	Public	Advocate(成年擁護者事務所)
電話	1300	309	337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National	Dementia	Helpline(全国認知症ヘルプライン)
1800 100 500
Translating	and	Interpreting	Service	
(翻訳通訳サービス)を通す場合は
131 450

アルツハイマーオーストラリア・ビクトリア州支部は可能な
限り最高のサービスの提供に力を尽くしています。

皆さまからお寄せいただく苦情、お褒めの言葉、コメントを
大切にしており、我々や我々のサービスに関する皆さまのご
意見をもとにサービスの向上を目指します。

苦情、 お褒めの言葉、
コメントの寄せ方

苦情、 お褒めの言葉、
コメント用フォーム

苦情 お褒めの言葉 コメント

敬称                名

姓

住所

サバーブ                                                          郵便番号

電話                               携帯

Eメール

権利擁護者(代弁者)/支援者の詳細

本件に関して権利擁護者/支援者を立てたいですか?(丸をつけてく
ださい)				はい　　　　いいえ

権利擁護者/支援者の氏名および連絡先

匿名を希望する

ご意見やご感想

上記のご意見・ご感想をもとにどのような改善を望まれますか?

本用紙に記入していただきありがとうございました

苦情をお受けした日の翌営業日の終わりまでに受領のお知
らせをし、7営業日以内に正式に回答いたします。

ご自身が該当するものを選 
んでください

 認知症である

 家族の介護を行っている

 被介護者の家族である

 医療従事者/専門家である

 学生である

 被介護者の権利擁護者である

 その他　下に詳細を記入

お寄せになるご意見・ご感想につい
て、該当するものを選んでください

 全国認知症ヘルプラインについて

 カウンセリングについて

 教育ワークショップ/コースについて

 図書部について

 
アルツハイマーオーストラリア・ビク
トリア州支部のイベントについて

 スタッフについて

 コミュニケーションについて

 その他　下に詳細を記入

JAPANESE/ENGLISH
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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