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砲刀剣類の適正管理等良好な生活環境を保持するための取組を推進しているほか、少年の非行防止と健全育成に
も取り組んでいる。

第３章：組織犯罪対策
　暴力団による犯罪、犯罪組織の関与がうかがわれる薬物・銃器に関する犯罪、来日外国人犯罪組織による犯罪
等の情勢は依然として厳しい。
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第５章：公安の維持と災害対策
　我が国に対するテロの脅威が依然として高い状況にある中、警察では、情報収集・分析、重要施設の警戒警備
等テロの未然防止に向けた諸対策、的確な警衛・警護警備諸対策等を推進するとともに、テロが万一発生した場
合に備え、特殊部隊（ＳＡＴ）等が実戦的訓練を実施して、対処能力の向上を図っている。このほか、北朝鮮に
よる拉致容疑事案等に対する徹底した捜査、調査を進めるとともに、対日有害活動や大量破壊兵器関連物資等の
不正輸出、オウム真理教、極左暴力集団、右翼等に関する情報収集、取締り等を推進している。
　さらに、地震、大雨、台風等の災害が発生した際には、広域緊急援助隊等を出動させるなどして、被災者の救
出救助等の活動に従事している。

第６章：警察活動の支え
　警察では、適正な警察活動を促進するための取組を推進するとともに、人員の効率的運用、教育訓練の充実強化、
装備品・情報通信システムの開発改善、情報管理の徹底等、警察活動の基盤を整備している。
　このほか、犯罪被害者等に対する支援の充実、適正な留置業務の運営の徹底、警察署協議会の活用、警察政
策研究センターや科学警察研究所における調査研究等にも取り組んでいる。
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